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機械 ID
機械の詳細を下記に記録してください。本説明書を交換したときは、この情報を新しい説明書に転記してください。

ユーザまたはディーラーが当初注文されていなかったオプションを追加した場合、または当初注文されていたオプショ
ンを取り外した場合は、機械の重量および寸法が異なります。131 ページ 以降のオプション重量を加えたマシン重量と
測定値に記録を更新してください。

ディーラー連絡先情報

モデル番号

シリアル番号

全高

全長

全幅

重量

製造年

引き渡し年月日

初度操作

アクセサリ

社名：

番地名：

市 / 都道府県：

電話番号：

E メール :

ディーラーの顧客番号：

ディーラーの QRC

左の QR コードを利用すれば、Great Plains
製品のディーラー情報を閲覧することがで
きます。詳細は、部品説明書の QR ロケータ
を参照してください。

関連マニュアル QRC

左の QR コードを利用すれば、この機械の関
連説明書を閲覧することができます。スマー
トホンやタブレットのアプリを利用して、QR
コードをスキャンしてください。
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重要安全情報

安全記号にご注意ください
安全警報記号は、人員の安全に影響する障害となる可能性があ
り、特に注意が必要なものに対して使われます。この記号があっ
た場合は注意して、記号に続く指示をよく読んでください。装
備品のデザインや設定状態に加え、操作、輸送、整備および装
備品の保管にあたる担当者の関心度、注意深さ、適切な訓練を
受けているかによって危機管理と事故防止が決まります。

警告表示への注意
警告表示は危険性の深刻さの程度またはレベルによって選定
されています。

「危険」は、回避しなかった場合に死亡または重傷の原因とな
る恐れがある差し迫った危険を示します。この警告表示は、機
能上の問題から機械の構成部品に防護処置を施すことができ
ないような危険な状況に限定して使用されます。

「警告」は、回避しなかった場合に死亡または大怪我を引き起
こす可能性のある潜在的な危険を示し、保護装置を取り外した
際に露出する危険物も含みます。安全性に欠ける操作への警戒
や注意喚起のために使われる場合もあります。

「注意」は、回避しなかった場合に比較的軽度、または中程度
の傷害の原因となる潜在的な危険を示します。安全性に欠ける
操作への警戒や注意喚起のために使われる場合もあります。

緊急事態への備え
 火災の発生に備えてください。

 救急用品と消火器を手元に用意してください。

 医師、救急センター、病院、および消防署の電話番号を控
えておいてください。

セイフティデカールの内容を熟知する
  「セイフティデカール」（6ページ）を読んで完全に理解する

 デカールに表示されたすべての指示を読んでください。

 デカールはきれいにしておいてください。破損や色あせ、
読みにくくなったデカールは交換してください。
2018-07-20 目次　　索引 401-651M
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保護具の着用
Great Plains は、化学薬品殺虫剤または除草剤を使用する場合、
必ず次の個人用安全装具を着用するようお勧めします。

 防水つば広帽

 防水エプロン

 フェースシールド、ゴーグル、またはフルフェース保護
マスク

 ダスト、水和剤、顆粒などを扱う場合や、スプレーの噴霧
に曝される際は、サイドシールド付きのゴーグルやフル
フェースの保護マスクが必要となります。

 ラベルに別のタイプの保護マスクを推奨している場合を
除き、殺虫剤燻蒸用に承認されたカートリッジタイプの保
護マスク

 裏地のない防水手袋。ネオプレーン手袋が推奨されます。

 つなぎ / 上着を着用し、毎日着替えてください。スプレーを
使用する場合は、防水製品が必要となります。

 防水性長靴または靴カバー

 一度汚染された服は着用しないでください。使用するたび
に防護服や防護機器を石鹸と水で洗ってください。着用し
ていた下着などは家庭内の衣服と一緒に洗濯しないでく
ださい。

 殺虫剤に汚染された服は、国や自治体の法律に従って廃棄
してください。また、その他の指示については、化学薬品
のラベルをお読みください。

 作業に適した衣服と装具を着用してください。ゆったりし
た服の着用は避けてください。

 大きな騒音に長時間さらされた場合、聴覚の障害または喪
失の原因となることがあるため、耳あてまたは耳栓等の適
切な保護具を着用してください。

 機器の安全な運転に十分な注意を必要とするため、運転中
に音楽用ヘッドフォンを使用することはおやめください。

高圧の液体に触れないこと
加圧された液が飛散すると、皮膚を貫通して重傷を負うことが
あります。この製品には Power-Beyond ポートが付いており、
トラクターの走行中は常に圧力がかかっています。

 油圧ラインの接続、取り外し、点検前に他のリモートで圧
力を抜いた時、トラクターを停止して、危険を防止してく
ださい。

 漏れを確認する場合は紙または段ボールを使用し、直接触
れないでください。

 油圧系統の作業を行うときは、保護手袋および保護めがね
またはゴーグルを着用してください。

 事故が発生した場合は直ちに、専門医の治療を受けてくだ
さい。
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安全チェーンの使用
 牽引されている機械がトラクターのドローバから外れた

場合の制御を補助するために、安全チェーンを使用してく
ださい。

 牽引されている機械の重量以上の強度を持つチェーンを
使用してください。

 チェーンはトラクターのドローバ支持またはその他の規
定のアンカー位置に取り付けてください。チェーンの緩み
は、回転に足りる程度にしてください。

 チェーンのリンクまたは端部の取付具が壊れている、伸び
ている、または損傷している場合は取り替えてください。

 チェーンを牽引に使用しないでください。

運転者以外は乗らないこと
同乗者は、運転者の視界を妨げます。外部の物体にぶつかる、
または機械の外に投げ出される可能性があります。

 絶対に子供に装置の操作をさせてはなりません。

 操作中は第三者が装置に近づかないようにしてください。

安全ライトおよび装置の使用
速度の遅いトラクターや牽引作業機は、公道では危険を生じる
ことがあります。特に夜間は見えにくくなります。

 公道を走行する場合は必ず警告灯と方向指示灯を点滅さ
せてください。

 作業機に備えられている照明器具と装置を使用してくだ
さい。

安全な移動
• 作業機の 大輸送速度は 20 mph（32 km/h）です。
• 大旋回速度は 13 mph（22 km/h）です。
• 荒れた路面ではさらに遅い速度での走行が必要です。急ブ

レーキは積載物が逸脱したり転倒の原因になる可能性が
あります。

 20 mph（32 km/h）を超過しないでください。ステアリング
の制御および停止が十分に行えるスピードで運転してく
ださい。

 国や自治体の法律に従ってください。

 満載時に作業機の重量が牽引車両重量の 1.5 倍を超える場
合、牽引しないでください。

 路上で故障した場合に備えて、本製品用のリフレクタまた
は旗を携行してください。

 移動中は頭上の送電線その他の障害物に触れないように
してください。「仕様と容積」（131 ページ）の輸送時寸法
を参照してください。

 トラクターの移動中は本製品の格納または展開操作をし
ないでください。

32 22
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化学薬品の適正な取扱
農薬には危険なものがあります。使用方法が正しくないと、人、
動物、植物、土壌および資産に深刻な損害を与える場合があり
ます。

 化学薬品メーカーの指示をよく読み、従ってください。

 保護服を着用してください。

 すべての薬剤は注意して取り扱ってください。

 農薬には危険なものがあります。使用方法が正しくないと、
人、動物、植物、土壌および資産に深刻な損害を与える場
合があります。

 化学薬品の火事による煙を吸い込むと、健康に重大な危険
が及びます。

 不用の化学薬品は、メーカーの指示どおりに保管/廃棄して
ください。

 化学薬品を飲み込んだときは、メーカーの勧告に注意深く
従い、医師の診察を受けてください。

 化学薬品に曝露し、健康に影響しそうな場合は、薬品ラベ
ルか容器を持参して、医師の診察を受けてください。遅れ
ると重症または死亡に至ることがあります。

 空の化学薬品容器は適切に廃棄してください。法律によ
り、使用済み容器は 3 回洗浄しなければなりません。再利
用できないように、容器に穴を開けてください。代替手段
として、ジェットリンスまたは圧力リンスもあります。

 化学薬品を使った作業を行ったときは、食事前に手と顔を
洗ってください。1 日の散布作業が終わったなら、なるべ
く早くシャワーを浴びてください。

 散布は許容限度内の風条件下でのみ行ってください。風速
は 5 mph 未満です。風で化学薬品が周囲の土地や動物に影
響を及ぼさないようにします。

 ホッパの洗浄は、水源または洗車場から100フィート（30m）
以上離れて行ってください。

操作停止と保管
 本製品を下ろし、トラクターを駐車し、エンジンを切り、

キーを抜いてください。

 付属のブロックとサポートで製品を固定してください。

 製品を外して、普段子供が遊ばない場所に保管してくだ
さい。
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タイヤの安全性
タイヤ交換には危険が伴うため、訓練を受けた人員が正しい工
具と装置を使用して行ってください。

 タイヤに空気を充填する場合は、クリップ留めできる
チャックおよび、タイヤアセンブリの前または上に立た
なくて良いように、十分な長さの延長ホースを使用して
ください。可能な場合はセーフティーケージを使用して
ください。

 ホイールの脱着作業を行う場合、ホイール処理装置は重量
に対応したものを使用してください。

安全整備の実行
 作業を開始する前に、手順を確認してください。正しい

工具と装置を使用してください。詳細は本説明書を参照
してください。

 清潔で乾燥した場所で作業してください。

 整備実行前に、本製品を下ろし、トラクターを駐車し、
エンジンを切ってキーを抜いてください。

 すべての可動部位が停止し、システム全体の圧力が抜か
れていることを確認してください。

 本製品が完全に冷えるまで待ちます。

 電気系統の保守作業や調整、溶接を行う前に、バッテリ
アースケーブル（－）を外してください。

 すべての部品を点検してください。部品の状態が良好で、
適正に取り付けられていることを確認してください。

 グリス、オイル、チリを除去してください。

 本製品を作動させる前に工具と不要な部品を遠ざけてく
ださい。

常時安全
操作を行う前に、この説明書の指示をよく読んで理解してくだ
さい。セイフティデカールに記載されているすべての指示を読
んでください。

 本製品のあらゆる機能を熟知してください。

 機械の操作はすべて運転席から行ってください。

 トラクターのエンジンを掛けたまま本製品から離れない
でください。

 牽引中はトラクターと本製品の間に立たないでください。

 手足、服を駆動部品に近づけないでください。

 作動部位に巻き込まれないよう、体にぴったり合った衣服
を着用してください。

 本製品を上げ下げするときは、電線、樹木等に注意してく
ださい。作業場所には誰もいないことを確認してください。
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セイフティデカール

安全リフレクタとデカール

機械には所定の位置にライト、安全リフレクタおよびデカー
ルが装備されています。これらは器具の安全な運転を補助す
るために設計されています。

 デカールの指示を読み、従ってください。

 運転中は必ず照明器具を点灯してください。

 すべてのセイフティデカールを清潔に、読めるように
保ってください。

 破損 / 欠落したデカールは、すべて交換してください。
新しいデカールはGreat Plainsのディーラーにご注文くだ
さい。この説明を参考に、デカールを正しい位置に取り
付けてください。

 新しい部品や構成品を注文するときは、対応するセイフ
ティデカールも一緒に依頼してください。

リフレクタ : 低速走行車（SMV）
818-055C

チューブ支持メーター内圧マニホールド：
計 1 枚

リフレクタ：赤色

838-266C

エンド種子ホッパ裏側（2 条製品のリア種子ホッパ）および
インナーマーカアーム（オプション）の裏側
反射板の上：
計 4 枚

新しいデカールの取付け：

1. デカールを貼る場所を清掃してください。

2. デカールの裏地を剥がしてください。デカールの下に気泡
が入らないように注意し、表面を強く押さえてください。

31026

32045
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YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 重要安全情報 7
リフレクタ：黄色

838-265C

フロントツールバー前面の各端部エンドホッパ支持の外側（オ
プション）肥料またはアクセサリサブフレームのフロント側：
計 2 枚または 6 枚

リフレクタ：反射板

838-267C

2 つのセンター種子ホッパ裏側（2 条製品のリア種子ホッパ）
インナーマーカアーム（オプション）の裏側
赤いリフレクタの下：
計 4 枚

32045

29960
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危険：薬剤による危険

818-323C

各ホッパふたの下側：
計 4 枚または 16 枚
各タンククレードルの前面：
計 1 枚または 2 枚

警告：タンクによる危険

61848

各タンクのフロントおよびエンドタンク：
計 1 枚または 2 枚

 このデカールはタンクメーカーから提供されます。損傷し
ても、あるいは読みにくくなった場合でも、交換する必要
はありません。

警告：速度

818-337C

ヒッチ近くのタン上部：
計 1 枚

29998
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警告：高圧液による危険

818-339C

ヒッチ近くのタン上部：

計 1 枚

警告：鋭利物（オプション）
818-525C

各条クリーナフレームの前面：
計 4 枚または 12 枚

警告：マーカ（オプション）

818-682C

インナーマーカアームの前面：
計 2 枚

警告：可動部による危険（オプション）

838-363

乾燥肥料トランスミッションの左外面：
計 1 枚

29960
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注意：取扱説明書を読んでください。

818-587C

ヒッチ近くのタン上部：
計 1 枚

注意：タイヤ圧 およびボルトのトルク

848-048C

各ホイールのバルブステム側：
計 2 枚または 4 枚

29960
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はじめに

Great Plains 製品をお買い上げいただき、有り難うございます。
YP425A、YP625A、および YP825A（YP425A、YP625A、およ
び YP825A）は、熟練社員により高品質の材料を使用して製作
されています。適切な設定、整備、および安全な運転方法によっ
て、長期間、正常に使うことができます。

モデル 対象

 YP425A3P、YP625A3P、および YP825A3P モデルには別途
取扱説明書があります（401-652M）。

YP425A-0430 4 条、30 インチ

YP425A-0436 4 条、36 インチ

YP425A-0438 4 条、38 インチ

YP425A-0440 4 条、40 インチ

YP425A-0470 4 条、70 cm

YP425A-08TR 8 条（4 対）、30 インチ 2 条

YP425A-08TR36 8 条（4 対）、36 インチ 2 条

YP425A-08TR38 8 条（4 対）、38 インチ 2 条

YP425A-08TR40 8 条（4 対）、40 インチ 2 条

YP625A-0630 6 条、30 インチ

YP625A-0636 6 条、36 インチ

YP625A-0638 6 条、38 インチ

YP625A-0640 6 条、40 インチ

YP625A-0670 6 条、70 cm

YP625A-12TR70 12 条（6 対）、70 インチ 2 条

YP625A-12TR30 12 条（6 対）、30 インチ 2 条

YP625A-12TR36 12 条（6 対）、36 インチ 2 条

YP625A-12TR38 12 条（6 対）、38 インチ 2 条

YP625A-12TR40 12 条（6 対）、40 インチ 2 条

YP825A-0830 8 条、30 インチ

YP825A-0836 8 条、36 インチ

YP825A-0838 8 条、38 インチ

YP825A-0840 8 条、40 インチ

YP825A-0870 8 条、70 cm

YP825A-16TR70 16 条（8 対）、70 インチ 2 条

YP825A-16TR30 16 条（8 対）、30 インチ 2 条

YP825A-16TR36 16 条（8 対）、36 インチ 2 条

YP825A-16TR38 16 条（8 対）、38 インチ 2 条

YP825A-16TR40 16 条（8 対）、40 インチ 2 条

関係書類

ユニットの説明
YP425A、YP625A、および YP825A 製品は牽引式精密播種作
業機で、慣行耕起無耕起、または軽量不耕起条件用です。
YP425A、YP625A、および YP825A はオプションの液肥装置
またはオプションの乾燥肥料装置およびフレーム / ユニットに
取り付けたコルターまたは条クリーナ搭載式に対応していま
す。コルターは軽量から中程度の不耕起条件にのみ適していま
す。YP425A、YP625A、および YP825A には 25AP シリーズ
のオープナが含まれ、付属の Air-Pro® メーターは多種多様な種
子ディスクに対応しています。

所期の用途

YP425A、YP625A、および YP825A 製品は、生産農業作物の
播種専用に使用してください。製品を改修して、YP425A、
YP625A、および YP825A 用に指定された Great Plains のオプ
ションおよびアクセサリ以外の製品で使用しないでください。

図 1
製品

29909

401-651M 取扱説明書（本書）

401-651B 種子および施肥量説明書

ManualP # パーツマニュアル

11001-1333 DICKEY-john® PM300 説明書

12-M-15 CDS-JohnBlueLM-1250 & LM-1255
パーツ取扱説明書（オプション）

L

R

U

D
F

B

L

R
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本書の使用について
本書では安全、アセンブリ、操作、調整、トラブルシューティ
ング、および整備について説明します。安全で効率的な運転
のために、本説明書を読み、推奨事項に従ってください。

本書中の情報は、印刷時点で 新の内容です。性能を 大限
に発揮させるため、部分的な変更がなされることがあります。

定義

本書全般を通じて、以下の用語が使用されます。

「注記」は現在の項目に関係する重要な情報を示します。
安全を確保し、器具の損傷を避け、望んだ収穫を得るために、
指示を読んで従ってください。

 この表示は現在の項目に関連する有用な情報を示すため
のものです。

本説明書で使用する右方向および左方向は、
指示のない限り、機械の進行方向に対して決
定されます。図中のオリエンテーションロー
ズは、上（U）、後ろ（B）、左（L）、下（D）、
前（F）、右（R）を示します。

オーナー支援
カスタマーサービスまたは修理が必要な場合、Great Plains の
ディーラーにご連絡ください。熟練の作業者、修理用部品、
Great Plains 製品専用工具があります。

参照：図 2

機械の部品は専用に設計されているので、必ず Great Plains 製
部品と交換してください。Great Plains のディーラーに部品を
ご注文の際は、必ずシリアル番号とモデル番号を使用してくだ
さい。シリアル番号プレートは、メインツールバー裏面の右端
にあります。

YP425A、YP625A、および YP825A 製品のモデル番号とシリ
アル番号を下に控えておくと便利です。

モデル番号： __________________________

シリアル番号： __________________________

U

D
F

B

L

R

図 2
シリアル番号プレート

31027
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その他のご用命
Great Plains のディーラーは新しい機械で満足していただきた
いと考えています。説明書に不明の部分がある、またはサービ
スに満足いただけない場合は、以下の手順に従ってください。

1. 問題についてディーラーのサービスマネージャーにご相
談ください。お手伝いできるように、問題点が分かるよう
にご説明ください。

2. それでも問題が解決できない場合は、オーナーまたはゼネ
ラルマネージャーにご連絡ください。

ディーラーでは問題を解決できない場合や、部品が関係する問
題の場合は、以下宛でご相談ください。

Great Plains Service Department
1525 E. North St.

P.O. Box 5060
Salina, KS 67402-5060

もしくは、www.greatplainsag.com を開いて、画面下にある当
社サービス部門の連絡情報をご覧ください。
2018-07-20 目次　　索引 401-651M



YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 14
準備と設定

ここではトラクターと YP425A、YP625A、および YP825A 製
品の使用準備について説明し、シーズンごとに、あるいはトラ
クター / 製品のデフォルト設定を変更したときに必要となる作
業について取り上げます。

製品を農地で使用する前に、適切なトラクターに装着し、製品
のシステムとレベルを点検してください。初めて製品を使用す
る前に、またその後も定期的な調整とキャリブレーションが必
要です。

初期設定
事前配送品（通常ディーラーが納品）と以下を含む初期 / 不定
期設定作業については、「付録 B - 納入前」（158 ページ）を参照。

• トラクターへの種子モニタコンソールの取り付け
（166 ページ）

• マーカーの展張設定（オプション、167 ページ）
• 工場 / ディーラーによらないオプションの取り付け

納品後 / 季節設定
納品時には新しいトラクターで使用し、以下の項目を季節ごと
に確認し、必要に応じて実施し、その後日常設定項目に移行し
てください。

• 油圧系統のエア抜き（107 ページ）
• 保管時の保護用グリスをシリンダの露出部から拭き取る

播種前の設定
このチェックリストを日常設定を行う前に完了させてくださ
い。：

 「重要安全情報」（1 ページ）を読み、理解してください。

 可動部の動きがスムーズか、ボルトの締め付けは十分か、
コッターピンが開いているか確認してください。

 すべてのグリス注入具の位置が正しく、潤滑されているこ
とを確認してください。「潤滑」（113 ページ）を参照。

 すべてのセイフティデカールとリフレクタの位置が正しく、
正確に読み取れることを確認してください。損傷している場
合は交換してください。「セイフティデカール」（6 ページ）
を参照。

 タイヤを推奨空気圧にし、規定どおりホイールボルトを締
め付けます。「タイヤ圧の上昇図表」（140 ページ）を参照。

流出による危険 / タンク損傷リスク：
肥料タンクストラップの張りを定期的に確認してください。
ストラップの張りは、外気温度の変化によって変わります。
必要に応じて張りを調整し、怪我や肥料タンクの損傷を防い
でください。
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トラクターに 製品を装着してください。

挟まれる危険 : 
製品と走行中のトラクターの間に立たず、体の一部を入れない
でください。製品 ドリルおよびトラクターの間に挟まれた場
合、重傷を負い、死亡する危険があります。ケーブルとホース
を取り付ける前に、トラクターのエンジンを切り、パーキング
ブレーキをかけてください。

条の土壌圧縮を防ぐため、トラクターのホイールを条間にセッ
トします。傾斜地や急斜面では、トラクターのホイールをでき
るだけ広げて、安定度を 大限に確保します。

参照：図 3

1. 本製品のタンの上げ下げにはジャッキ を使用します。

参照：図 3

2. トラクターに本製品を装着後、製品タン上部の保管チュー
ブ にジャッキを格納します。

3. 製品安全チェーンを、ユニットを牽引する能力のあるトラ
クターのアンカーにしっかりと取り付けてください。

電気接続

参照：図 5

製品には、別途電気コネクタの必要な装置が装備されていま
す。将来の必要に備えて、オプションコネクタをこのチェック
リストに控えておいてください。

 照明コネクタ（標準）

 コネクタ（標準）

 __________________________

 __________________________

接続する前に、トラクターのエンジンとアクセサリの電源が切
られていることを確認します。

接続の順序は不同です。重要な要件は、製品を動かす前に、す
べての接続がなされていなければならないということです。

図 3
ジャッキのタン

25447

1
1

図 4
保管時のジャッキ

17930

2

2

図 5
コネクタの識別

25236
31033

1

2

1

2
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油圧ホースの接続

高圧液による危害：
油圧を接続する前にトラクターを停止してください。油圧シス
テムについて訓練を受けた人以外は作業しないでください。

漏出した高圧の液体は、皮膚を貫通し重大なケガを引き起こす
場合があります。事故が発生した場合は直ちに、専門医の治療
を受けてください。

漏れを確認する場合は紙または段ボールを使用し、体で触れな
いでください。油圧系統の作業の際は、保護手袋および保護め
がねまたはゴーグルを着用してください。

参照：図 6

Great Plains 油圧ホースには、トラクターのアウトレットへ
の接続を容易にするため、色分けされたハンドルグリップが
付いています。同じリモートバルブに接続するホースは同じ
色です。

現行スタイルのホースハンドルの色分け

同じ油圧回路のホースを識別するには、ハンドルに付いているシ
ンボルを参照してください。延長シリンダシンボルの付いたホー
スは、シリンダベース端にフィードします。格納シリンダシンボ
ルの付いたホースは、シリンダロッド端にフィードします。

油圧ファンおよびドライブモータは、ホースを格納シリンダシ
ンボルの下に通して、モータの圧力側に接続します。ホースを
格納シリンダシンボルの下に通して、モータの戻り側に接続し
ます。

ファンモータには、作動油をファンモータケースから戻す 3 番
目のラインも接続する必要があります。

色 油圧機能 部品番号

緑 マーカー 548-003S

青 リフト 548-935A

図 6
色分けホースグリップ

31733
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旧スタイルのカラータイ付きホース

参照：図 7 および図 8（18 ページ）

油圧ホースはトラクターのアウトレットへの接続を容易にす
るため色分けされています。同じリモートバルブに接続する
ホースは同じ色です。

参照：図 7

同じ油圧回路のホースを識別するには、ホース、同じホースの
ラベルを参照してください。

• ファンモータケースドレインラインは、ラベルプレートの
ない別のホースです。このホースは、必ず 初に取り外し、
後に取り付けてください。

• 延びたシリンダシンボルの下にあるホースは、シリンダ
ベース端、つまりモータの戻りラインにフィードします。

• 縮んだシリンダシンボルの下にあるホースは、シリンダ
ロッド端、つまりモータの圧力ラインにフィードします。

ホースとケーブルは、ヒッチの動きに見合ったたるみを持たせ
て固定しますが、製品の作動部位に挟まれないようにします。
ホースとケーブルの配管が安全でないと、損傷して構成部品の
修理 / 交換が必要になるだけでなく、農地での作業時間の損失
にもなります。

接続は、次ページに記載された順序で行ってください。

色 油圧機能

白 ファン

オレンジ マーカー

青 リフト

モータシール損傷リスク：
初にケースドレインホースを取り付けてから、インレット

ホースと戻りホースを取り付ける必要があります。ケースドレ
インホースは 後に取り外し、ファンモータを傷つけないよう
にします。

油圧モータ性能リスク：
ケースドレインラインを「power-beyond ポート」に接続しない
でください。

図 7
旧式ホース（ラベル付き）

27270
2018-07-20 目次　　索引 401-651M



YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 準備と設定 18
モーターシールの保護

次のシリアル番号のプランターに該当します。
（YP425A s/n B1008N-）
（YP625A s/n B1043Q-）（YP825A s/n B1014S-）

1. ファンケースドレインライン を 初に接続してから、そ
の他の接続に移行します。このラインは、低圧ドレイン
ポートに接続します。

 ケースドレインホースには、より小さい 1/4 インチ I.D.ホー
スと、小さな平たい低滲出コネクタが付いています。

2. ファンの戻りライン を接続します。

 ファン戻りホースには大きな（直径 1.06 インチ /2.7 cm）の
クイックカプラが付いています。

3. ファンモータ圧力ホース を接続します。トラクターに優
先リモートがある場合は、それをファン接続に使用してく
ださい。

4. リフトとマーカー（オプション）を接続します。

機械損傷リスク：
ファンのケースドレインラインを「power-beyond ポート」に接
続しないでください。ケースドレインホースは、インレット
ホースと戻りホースを接続する前に取り付ける必要がありま
す。ケースドレインホースは 後に外して、ファンモータを傷
つけないようにします。

次のシリアル番号のプランターに該当します。
（YP425A s/n B1009N+）
（YP625A s/n B1044Q+）（YP825A s/n B1015S+）

詳細な説明は「ファン回路の操作（SN+）」（44 ページを参照）。

1. モータの戻りライン をリモート回路の戻り（ポートを拡
張する）、つまり吸引側に接続します。

2. モータのインレットライン を 20L/ 分の能力を持つトラ
クターのリモートに接続します。優先リモートがある場合
は、それをファン用に使用してください。

図 8
ファンホース（S/N-）
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A ポート

B ポート

図 9
ファンホース（S/N ＋）
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製品のレベリング

参照：図 10

初期設定時とシーズン中は定期的に製品の走行状態を確認し
てください。レベル播種時、メインフレームの上部は地面に平
行になっている必要があります。

製品を水平にするには、メインフレームチューブの底から地面
までの距離 を以下の値にする必要があります。

 26 インチ（66 cm）（製品を播種位置に下げた状態で）

オープナが接地している状態で、このツールバー高にするに
は、通常ヒッチ高 を以下の値にする必要があります。

 141/2 インチ（36.8 cm）（タンの底から地面まで）

参照：図 11（2 本あるヒッチボルトの 1 本を図示）

高さを合わせるには、2 本のヒッチボルト を抜き、タンに対
する製品のヒッチ を調整します。

ヒッチの急な落下または故障リスク：
必ずボルトを 2本ともヒッチとタンの双方に差し込んでくださ
い。決して 1 本だけにしないでください。

極端な高低変化によりヒッチがタンの中で反転することがあ
ります。

レベリングのためのホイール調整

参照：図 12

目標とするツールバー高がフレームレベルでは得られない場
合、アームにおけるホイール軸の位置を変えることで調整可能
です。これにより製品が約 2 インチ（5.1cm）下がります。

フレームブロックで固定し、ウェイトをタイヤから外します。
輸送グラウンドタイアアセンブリをユニットに固定して、下側
の穴からボルト を抜きます。ホイールアセンブリを動かし
て、抜いたボルトでアセンブリを上の穴 に固定します。

図 10
ツールバーの高さ調整
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図 11
ヒッチ高調整
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図 12
グラウンドホイール高
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畦および苗床への播種

参照：図 13

製品を畦播種用に準備するには、シリンダ取り付けブロック
を逆さにして、ゲージホイールを下げます。これにより製品

が約 2.5 インチ（6.4cm）上がります。

参照：図 13

標準播種は になります。
畦播種は です。

1. フレームブロックで固定し、ウェイトをタイヤから外し
ます。

2. 4 本のリフトシリンダから 4 本の 5/8 インチキャップスク
リュを外し、ブロックをフレームから取り外します。

3. 取り付けブロックを逆さにして、キャップスクリュを取り
付けます。規定トルクで締め付けます。

4. 4 つのホイールすべてに同じ調整を行います。

モニタ設定
参照：図 41 

標準型 DICKEY-john® PM300 システムは、YP425A、YP625A、
および YP825A 製品の以下の要素をモニタします。

• 各条のユニット種子チューブの種子
• 対地速度
「種子モニタコンソールの設置」（166 ページ）を参照。

モニタ操作については、DICKEY-john® PM300/PM332/PM400
取扱説明書を参照してください。

取り付け後、初めて農地で使用する前に、モニタに条間隔と速
度センサ定数を設定し、情報ディスプレイの初期設定を行う必
要があります。条カウントは自動的に割り振られますが、その
他の工場既定値は、お買い上げの製品では変更できない可能性
があります。

条間隔は付録に記載されています。

種子設定については、理論上の「パルス数」を使用せず、
DICKEY-john® 説明書に記載されている 400 フィートキャリブ
レーションを使用することをお勧めします。土壌状態、表面の
緩みその他の耕作規範によって、グラウンドドライブホイール
の有効回転半径が変わるため、代表的な農地条件でキャリブ
レーションを実行してください。

それぞれの播種を行う前に、必要な制限速度とその作物の密度
を設定してください。

図 13
シリンダ取り付けブロック
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図 14
モニタ 1 次スクリーン
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マーカー設定（オプション）
初めて使用する前に、以下について確認し調整してください。

• 「マーカー速度調整」（167 ページ）
初めて使用する前に、また条間隔を変更した都度、以下の設定
または再設定を行ってください。

• 「マーカーの展張」（167 ページ）
それぞれの播種を行う前に、以下について確認し調整してくだ
さい。

• 「マーカーディスクの調整」（58 ページ）

肥料ドライブのロックアップ
YP425A シリアル番号 B1015N+

YP625A シリアル番号 B1062Q+

YP825A シリアル番号 B1033S+

制御不能および挟まれる危険：
ホイールの上げ下げは、地面ブロックとプランターの油圧を利
用して行ってください。安定したブロックを前後と横方向に使
用し、ホイールが回転しないようにします。ホイールの下に足
を入れないでください。ホイールを持ち上げるには、90 ポンド
（41 kg）の力が必要です。ピンを差し込む前、または抜いた後
でブロックを外すと、アームスナップが急に落下します。ホ
イールが当たると大怪我をすることがあります。

液肥オプションには、グラウンドホイールで駆動するピストン
ポンプを使用します。肥料ドライブを使用しない場合、グラウ
ンドホイールをロックアップし、ポンプを保管してください。
旧式モデルではチェーンを外してください。

参照：図 15

YP425/625/825A プランター：

5. 保管用穴 からクレビスピンを抜いてください。

6. スプリングを圧縮してグラウンドドライブホイールを持
ち上げるには、グラウンドホイール の下にブロックを置
いてください。

7. プランターを下げます。

8. プレート穴と挿入ピン を合わせます。コッターピンで固
定します。

図 15
肥料ドライブのロックアップ
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操作手順

ここでは全般的な操作手順について説明します。経験を積み、
マシンに慣れ、以下の情報を知ることで、効率的な操作と適正
な作業習慣が身につきます。農機具を運転する際は常に安全に
留意してください。

運転前チェックリスト
製品を農地へ運行する前に、以下の手順を実施してください。

 「重要安全情報」（1 ページ）をよく読んでください。

 肥料オプション：肥料の使用説明書と材料安全データシー
ト（MSDS）を見直してください。

 作物に適した種子ディスクを取り付けます。「Air-Pro®

メーターディスクの取り付け」（81 ページ）を参照。

 本製品を潤滑します（「潤滑」（113 ページ））。

 すべてのタイヤの空気圧が適正か確認してください。「タ
イヤ圧の上昇図表」（140 ページ）を参照。

 すべてのボルト、ピン、ファスナーを確認します。規定の
トルクで締め付けます（「トルク値図表」（140 ページ））。

 製品ドリルに摩耗または損傷したパーツがないか確認し
てください。農地に出る前に部品の交換 / 修理を行ってく
ださい。

 油圧ホース、取付具、シリンダに漏れがないか確認してく
ださい。農地に出る前に部品の交換/修理を行ってください。

高圧液による危害：
油圧ラインの着脱や確認を行う前に、圧力を抜き、トラクター
のエンジンを切ってください。漏れを確認する場合は紙または
段ボールを使用し、体で触れないでください。油圧系統の作業
の際は、保護手袋および保護めがねまたはゴーグルを着用して
ください。漏出した高圧の液体は、皮膚を貫通し重大なケガを
引き起こす場合があります。事故が発生した場合は直ちに、専
門医の治療を受けてください。

流出による危険 / タンク損傷リスク：
肥料タンクストラップの張りを定期的に確認してください。
ストラップの張りは、外気温度の変化によって変わります。
必要に応じて張りを調整し、怪我や肥料タンクの損傷を防い
でください。
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製品の上げ下げ 
参照：図 16

製品の上げ下げは、2 本または 4 本のリフトシリンダ で行わ
れます。 製品を上げ下げするには、リフト回路のレバーを動か
します。

徐々に挟まれる危険：
油圧だけに頼って製品を上げたままにしないでください。輸送
/ リフトロック（24 ページ）を使用して、上げた状態の製品周
囲で作業してください。リフェーズ装置のバイパスオリフィス
により、ゆっくり下げることができます。

リフト装置のリフェーズ

単一播種作業での一般的な使用では、各シリンダのフェーズが
ずれて、製品の上げ下げが不均一になるのが普通です。

8 ～ 10 回通過するたびに、以下の手順でシリンダをリフェー
ズしてください。

1.  製品を上げ、完全に上がったら、製品の全シリンダが完全
に延びるまで、油圧レバー / スイッチを数秒間入れたまま
にします。

2. すべてのシリンダが完全に延びたなら、コントロールを瞬
間的にリバース（格納）にして、製品を 1/2 インチ（12 mm）
だけ下げます。

リフトシリンダロック（SN+）
次のシリアル番号のプランターに該当します。
（YP425A s/n B1009N+）
（YP625A s/n B1044Q+）（YP825A s/n B1015S+）

輸送ロックを使用して、輸送 / 調整 / 整備 / 保管時には製品を上
げたままにします。

参照：図 18

輸送用ロックは、すべてのホイールモジュールに付いていま
す。シリンダストップを取り付けるには、以下の手順に従って
ください。

1. 製品を輸送位置に上げます（23 ページ）。

2. シリンダストップ をリフトシリンダロッドにはめ込み
ます。ストップチャンネルが所定の位置にはまります。

3. 製品をストップの上に下げます。

輸送用ロックを外す前に、製品を上げて、上げた位置に保ちます。

マシン損傷リスク：
上下動作を行う前に、必ずマーカー（50 ページ）をたたんで
ください。下げる前に輸送用ロック（24 ページ）を解放して
ください。バックするときは必ず製品を上げてください。舗装
道路以外では、アームを上げると条が若干後ろに移動するた
め、下げる前に前方発進してください。

図 16
製品リフト装置
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図 17
リフトシリンダロック
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リフトシリンダロック（SN-）
次のシリアル番号のプランターに該当します。
（YP425A s/n B1008N-）
（YP625A s/n B1043Q-）（YP825A s/n B1014S-）

輸送ロックを使用して、輸送 / 調整 / 整備 / 保管時には製品を上
げたままにします。

参照：図 18

トルク輸送用ロックは、すべてのホイールモジュールに付いて
います。シリンダストップを取り付けるには、以下の手順に
従ってください。

1. 製品を輸送位置に上げます（23 ページ）。

2. シリンダロックコッターピン とロックピン を抜きま
す。

3. シリンダストップ をリフトシリンダロッドのまっすぐ
の位置にはめ込みます。

4. ロッキングピンを元に戻し、コッターピンで固定します。

5. 製品をストップの上に下げます。

輸送用ロックを外す前に、製品を上げて、上げた位置に保ちます。 図 18
リフトシリンダロック
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輸送

制御を失う危険：
作業機の重量がトラクターの 1.5 倍を超える場合は牽引しない
でください。牽引車両が作業に適していることを確認してくだ
さい。不適切な牽引車両を使用すると安全性が大きく損なわ
れ、制御を失って大怪我や死亡事故に至ることがあります。

製品は、構成や種子の積載により、重量が16 000ポンド（7300 kg）
を超えることがあります。トラクターの定格は積載荷重に見
合ったものでなければならず、重量は少なくとも積載荷重の
67% なければなりません。トラクターの定格が 低 16 000 ポン
ドに満たない場合、製品のスケール重量を計算などにより求め
てください。下の図表で一般的な構成重量を求めてください。

製品が車両の定格積載荷重を超える場合は、牽引しないでくだ
さい。

制動および制御を失う危険：
超プランターの輸送時、速度が 20 mph（32 km/h）を超えない
ようにしてください。

旋回速度が 13 mph（22 km/h）を超えないようにしてください。

制御減少リスク：
種子と肥料は走行開始前に積載しますが、積載することで停止
距離が延び、タイヤの摩耗も早くなるため、旋回時や制動時に
余分の注意が必要です。

一般的な製品の重量

22

YP425A- YP425A- YP625A- YP625A- YP825A- YP825A-
-0430 -08TR -0630 -12TR -0830 -16TR

2400 lb 3200 lb 3600 lb 4500 lb 4800 lb 6500 lb

2500 lb 3400 lb 3700 lb 4800 lb 5000 lb 7000 lb

2800 lb 4100 lb 4200 lb 5800 lb 5700 lb 8200 lb

3100 lb 4000 lb 4700 lb 5800 lb 6000 lb 8000 lb

5500 lb 6400 lb 8300 lb 9400 lb 10800 lb 12800 lb

4200 lb 5700 lb 6100 lb 8000 lb 7700 lb 10800 lb

6900 lb 8700 lb 10100 lb 12600 lb 13100 lb 16900 lb

2 UMC RC

1 UM RC  

3 UMC RC 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

3 3 

3 3 
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輸送手順

輸送時は必ずマーカーを格納してください（50 ページ）。

1. 製品が適正なトラクターにしっかり装着されているか確
認してください（15 ページ）。

2. 必ずヒッチとドローバーの穴に合うサイズのロッキング
式ヒッチピンを使用してください（ 小直径 1 インチの熱
処理済みピン）。

3. 安全チェーンをトラクターに取り付け、回転できるように
緩みを持たせます（15 ページ）。

4. 照明が適正に作動するか確認します。

5. マーカーが展開している場合は格納します（オプション
50 ページ）。

6. 製品を上げます（23 ページ）。

7. シリンダロックを取り付けます（24 ページ）。

8. 可能であれば、ホッパとタンクを空にします。製品はボッ
クスに種子が満載の状態でも輸送可能ですが、重量増加に
より停止距離が長くなり、操縦性が下がります。

危険増大および摩耗リスク：
種子と肥料は走行開始前に積載しますが、積載することで停止
距離が延び、タイヤの摩耗も早くなるため、旋回時や制動時に
余分の注意が必要です。

9. 種子がホッパまたはデリバリホースにある場合、メーター
の種子インレットホースを塞ぎます（82 ページ）。

10. タイヤ圧が適正か確認します（140 ページ）。

11. 経路計画を立てます。急な傾斜地を回避します。

12. 公道運転時は必ず照明を点灯してください。

13. 32 mph（20 km/h）を超えないようにしてください。公道
を移動する際は、国、地方、地域の交通法に従ってください。

14. 製品はトラクターよりも幅が広いことに留意してくださ
い。安全クリアランスを取ってください。

15. 平坦でない起伏の多い地形では、徐行してください。

818-337C Rev. B

20 mph

流出による危険 / タンク損傷リスク：
肥料タンクストラップの張りを定期的に確認してください。
ストラップの張りは、外気温度の変化によって変わります。
必要に応じて張りを調整し、怪我や肥料タンクの損傷を防い
でください。
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種子の積載

マシン s/n
YP425A 3.0 bu ホッパ付き s/n B1047N+

YP425A 1.6 bu ホッパ付き s/n B1053N+

YP625A 3.0 bu ホッパ付き s/n B1190Q+

YP625A 1.6 bu ホッパ付き s/n B1202Q+

YP825A 3.0 bu ホッパ付き s/n B1291S+

YP825A 1.6 bu ホッパ付き s/n B1296S+

参照 : 図 13

上記のシリアル番号に対応するホッパには、サイズが 2 種類あ
ります（3.0 bu と 1.6 bu ）。積載方法はどちらも同じです。

3.0 bu ホッパは、ツインロー用途や 15 インチシングル条間隔用
途には使用できません。1.6 bu ホッパは、本書で扱うすべての
用途に使用可能です。

 参照：図 20

1. ホッパ蓋 は、ラッチ と蝶番 で支持されています。

2. ラッチを外すと、ガス式のスプリング でホッパの蓋が開
きます。蓋を全開状態にして、積載準備を行います。

図 19
3.0 bu および 1.6 bu ホッパ
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図 20
ホッパの蓋を開けて積載
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 参照：図 21

3. 適正な種子ディスクを取り付けます（81 ページ）。

4. 各ホッパがしっかり据え付けられ、固定されているか確認
します。

フロントとリアの取り付けボルトが取り付けられて
いる
ホッパの排出口が
種子チューブに合っている

5. ホッパに使い残しの種子や破片がないか点検します。播種
用の種子以外は片づけます。「材料の清掃」（100 ページ）
を参照。

農薬による危険の可能性：
処理済み種子の取扱いに関するサプライヤの注意書きを読ん
で従ってください。

刺激および慢性曝露による危険：
手や体の一部を使って種子と潤滑剤を混合しないでください。
保護装具を着用してください。工具を使用します。119 ページ
を参照してください。

参照：図 22

6. 播種量および潤滑剤を事前に混ぜておきます。

クリーン種子で、ミロ綿、およびヒマワリ以外のものには、
ブッシェルまたは単位当たりの種子に 1/4 カップの Ezee
Glide Plus（60 ml/35L）を振りかけます。

ミロ、綿、およびヒマワリには、その倍の1/2カップ（120 ml/
35L）を振りかけます。

密度リスク：
種子は、メーターを 初に通るものから始めて、適切に潤滑す
る必要があります。積載前の事前混合ができない場合は、ホッ
パ当たり 低 1 ガロン（4L）を事前混合しておき、この種子を
初に積載します。フレッシュ種子をホッパの半分まで入れま

す。潤滑剤を半分入れ、工具で混ぜます。ホッパに充填し、残
りの潤滑剤を上から振りかけます。

7. 種子と潤滑剤をホッパに足します。 

8. 蓋を閉めます。ラッチをかけます。

図 21
ホッパの準備
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図 22
種子 / 潤滑剤の追加
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マシン s/n
YP425A s/n B1013N ～ B1052N

YP625A s/n B1058Q ～ B1201Q

YP825A s/n B1017S ～ B1295S

参照：図 23

このホッパの容量は 1.6 bu です。

上記のシリアル番号には、2 種類のホッパ蓋があります。ご使用
のマシン用のホッパ蓋に関する指示に正しく従ってください。

後期生産型ホッパ蓋 

1. 後期生産型ホッパ蓋 は、取り付けプレート と引き手 で
支持されています。

2. 引き手を外して、蓋を持ち上げます。

3. 蓋を取り外して、ホッパへの積載準備を行います。

 種子ホッパは取り外し可能ですが、日常の作業では取り外
しません。

前期生産型ホッパ蓋

参照：図 24 

1. 前期生産型ホッパ蓋 は 2本のスプリングクリップで両端
が支持されています 。ホッパ蓋の後部端には取っ手 が
付いています（蓋はリバーシブル）。

2. 取っ手を持って蓋を持ち上げます。

参照：図 25

3. 蓋の内側にある各スプリングクリップの端を使い、蓋を
ホッパの横側にセットして、ホッパの積載準備を行います。

 種子ホッパは取り外し可能ですが、日常の作業では取り外
しません。

図 23
後期生産型ホッパ蓋
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図 24
前期生産型ホッパ蓋
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図 25
ホッパの蓋を開けて積載 
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ホッパ

参照：図 26

1. 適正な種子ディスクを取り付けます（81 ページ）。

2. 各ホッパがしっかり据え付けられ、固定されているか確認
します。

フロントとリアの取り付けボルトが取り付けられて
いる
ホッパの排出口が
種子チューブに合っている

3. ホッパに使い残しの種子や破片がないか点検します。播種
用の種子以外は片づけます。「材料の清掃」（100 ページ）
を参照。

農薬による危険の可能性：
処理済み種子の取扱いに関するサプライヤの注意書きを読ん
で従ってください。

刺激および慢性曝露による危険：
手や体の一部を使って種子と潤滑剤を混合しないでください。
保護装具を着用してください。工具を使用します。119 ページ
を参照してください。

参照：図 26

4. 播種量および潤滑剤を事前に混ぜておきます。

クリーン種子で、ミロ綿、およびヒマワリ以外のものには、
ブッシェルまたは単位当たりの種子に 1/4 カップの Ezee
Glide Plus（60 ml/35L）を振りかけます。

ミロ、綿、およびヒマワリには、その倍の1/2カップ（120 ml/
35L）を振りかけます。

密度リスク： 
種子は、メーターを 初に通るものから始めて、適切に潤滑す
る必要があります。積載前の事前混合ができない場合は、ホッ
パ当たり 低 1 ガロン（4L）を事前混合しておき、この種子を
初に積載します。フレッシュ種子をホッパの半分まで入れま

す。潤滑剤を半分入れ、工具で混ぜます。ホッパに充填し、残
りの潤滑剤を上から振りかけます。

5. 種子と潤滑剤をホッパに足します。

6. 蓋を閉めます。

引き手の付いた蓋では、蓋の前端をホッパの前端にかぶせ
ます。蓋をしっかりはめ込みます。引き手をはめ込みます。

引き手のない蓋では、蓋を開口部に合わせて押し込みま
す。各スプリングクリップがはまっているか確認します。
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図 26
Air-Pro® 条ホッパ
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図 27
種子 / 潤滑剤の追加
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マシン s/n
YP425A s/n B1012N-

YP625A s/n B1057Q-

YP825A s/n B1016S-

参照：図 28 および図 29

このホッパの容量は 1.2 bu です。

ホッパ蓋 の両端はそれぞれ異なっています。

• 蝶番側の端 （つまみ が 2 つある）はホッパの前端には
まります。

• ラッチ側の端（つまみが 1 つだけ）はホッパの後端にはま
ります。

1. 蓋の後ろ側を後ろへ引きます。

2. 蓋の後ろ側を上に持ち上げます。

3. 前側のつまみ部の蓋を外します。

4. 蓋の内側にあるフックプレート機能を利用して、蓋をホッ
パの前縁上に収めて、ホッパの積載準備を行います。
参照：図 30 

 ファン種子ホッパは取り外し可能ですが、日常の作業では
取り外しません。

5. 適正な種子ディスクを取り付けます（81 ページ）。

6. すべての種子インレットシャッタを閉めます（82 ページ）。

7. 各ホッパがしっかり据え付けられ、固定されているか確認
します。

ピボットフックが前側ではまっている。
ラッチが後ろ側ではまっている。
種子ホースが
排出溶接部に
クランプで固定されている。

8. ホッパスライドゲート が（後ろへ引いたときに）開いた
ままになっていれば、種子容量が増えます。

 積載のためにスライドゲートが開いていれば、製品が既に
農地にあるとき以外は、種子インレットシャッタを閉める
必要があります。両方のゲートとシャッタが開いている
と、メーターが詰まることがあります。

図 28
ホッパ蓋蝶番つまみ
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図 29
Air-Pro® 条ホッパ

（シリアル番号 B1013R-）
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9. ホッパに使い残しの種子や破片がないか点検します。播種
用の種子以外は片づけます。「材料の清掃」（100 ページ）
を参照。

農薬による危険の可能性：
処理済み種子の取扱いに関するサプライヤの注意書きを読ん
で従ってください。

刺激および慢性曝露による危険：
手や体の一部を使って種子と潤滑剤を混合しないでください。
保護装具を着用してください。工具を使用します。119 ページ
を参照してください。

10. 播種量および潤滑剤を事前に混ぜておきます。

クリーン種子で、ミロ綿、およびヒマワリ以外のものには、
ブッシェルまたは単位当たりの種子に 1/4 カップの Ezee
Glide Plus（60 ml/35L）を振りかけます。

ミロ、綿、およびヒマワリには、その倍の1/2カップ（120 ml/
35L）を振りかけます。

密度リスク：
種子は、メーターを 初に通るものから始めて、適切に潤滑す
る必要があります。 積載前の事前混合ができない場合は、ホッ
パ当たり 低 1 ガロン（4L）を事前混合しておき、この種子を

初に積載します。フレッシュ種子をホッパの半分まで入れま
す。潤滑剤を半分入れ、工具で混ぜます。ホッパに充填し、残
りの潤滑剤を上から振りかけます。

11. 種子と潤滑剤をホッパに足します。

12. 蓋を閉めます。蓋を少しだけ開いて、2 つの蝶番つまみを
ホッパの前縁に引っ掛けます。指をつまみから離して下に
ずり下げ、ホッパ後縁の1つだけのつまみにはめ込みます。

機器損失リスク：
輸送中に外れて落ちないよう、蓋がしっかり閉まっていること
を確認します。

図 30
ホッパの蓋を開けて積載
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図 31
種子 / 潤滑剤の追加
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液肥の積載肥料（S/N+）
施肥しない場合、ポンプドライブのチェーンを外してください。

装置の点検

1. タンクに現在ある材料または前に使用した材料に適した
保護装具を着用してください。

2. 各タンクの蓋を外し、以下の有無を点検します。
- 次回の使用に適合しない残留肥料
- 汚染物質
- フィルタを詰まらせる破片
- 動物、紛失工具等

3. タンクの洗浄や、大きすぎて洗浄しきれない破片の除去に
ついては、「タンクの清掃」（102 ページを参照）。

4. 各蓋を元に戻します。

5. シーズン 初の使用と長期の使用後は、ポンプの下にある
ストレーナを確認してください。肥料を積載する前に、ス
トレーナを清掃してください。

6. 標準のスクリーンサイズは 80（青）です。オリフィスの
選択によっては（ステップ 9）、ストレーナを変更する必要
があります。

タンクの積載

参照：図 32 および図 139（143 ページ）または
図 140（144 ページ）

手順を開始する前に、下の情報を再確認してください。

• 化学薬品は使用直前に積載します。積載が早すぎると堆積
や層を形成し、施肥が不均等になり、装置が詰まります。

• 平らな地面で積載してください。傾斜地で行うと、デュア
ルタンク装置の充填状態が不均一になります。それを防止
するバルブ設定になっていないと、材料が一方のタンクか
ら他方へ流れます。

• タンクへの充填は、作業機の左前方にある 2 インチの CAM
迅速充填インレット（ ）を使用して行います。何らかの
理由でこのインレットを使用できない場合、梯子でタンク
上部のハッチから積載することもできます。蓋はねじ込み
式になっています。

• タンクの充填レベルのモニタ方法を決めます。日が明るい
ときや夜間でも照明を利用して積載できる場合は、液肥の
レベルが半透明のタンク壁から見えます。それ以外の場合
は、タンクのハッチを開けて中を覗く必要があります。

• ポンプバルブの位置に精通してください。一般的なタンク
では、 大 5 個の製品バルブがあります（YP425A は 4 個）。
143 ページまたは 144 ページを参照してください。

7. 種子および施肥量説明書（ManualB #）で詳細を確認して
ください。

8. 量図表に従って、肥料ドライブスプロケットとピストンポ
ンプレートアジャスタを設定します。

9. 推奨サイズのオリフィスプレートをそれぞれのアクティ
ブドロップライン（播種量説明書）に取り付けます。

1

3

2

農薬による危険の可能性：
皮膚や目に触れないようにしてください。薬品メーカーが指定
する適正な保護装具を着用してください。化学薬品の煙霧を長
時間吸い込まないようにしてください。薬品メーカーが指定す
る保護マスクを着用してください。化学薬品によっては重度の
火傷、肺臓損傷、および死亡に至る場合があります。事故が起
きた場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。事故の場
合にすべきことを知ってください。

機器損傷リスク：
乾燥しているときは、ポンプを使用しないでください。施肥を
行わないときは、 終ポンプ駆動チェーンを外してください。
空気は急速にポンプを腐食させます。ポンピングを行わないと
きは、ポンプにきれいな水か RV 不凍液を入れてください。

機器損傷および詰まりリスク：
ポリエチレンおよびポリプロピレンに適合したもののみ使用
してください。事前混合液肥のみを使用してください。この装
置は乾燥肥料用ではありません。粒状肥料はポンプを損傷し、
オリフィスを詰まらせます。

機器損傷リスク：
肥料を入れっぱなしにしないでください。後で積載してくださ
い。すべてポンピングします。装置を清掃してください。肥料
はきわめて腐食性が高く、残っているとピストンポンプに損傷
を与えます。またポンプを空気から防護してください。「液肥
装置の整備」（102 ページ）を参照。

 本製品のポンプは移動中のみポンピングが可能で、なおか
つブームにのみポンプの配管があるため、肥料の積載には
使用できません。肥料の供給元にポンプがない場合、タン
クよりも上から重力を使って充填する必要があります。

図 32
迅速充填インレット（S/N+）
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液肥の積載（S/N-）
施肥しない場合は、製品の左端にあるトランスミッション
チェーンを外してください。

装置の点検

1. タンクに現在ある材料または前に使用した材料に適した
保護装具を着用してください。

2. 各タンクの蓋を外し、以下の有無を点検します。
- 次回の使用に適合しない残留肥料
- 汚染物質
- フィルタを詰まらせる破片
- 動物、紛失工具等

3. タンクの洗浄や、大きすぎて洗浄しきれない破片の除去に
ついては、「タンクの清掃」（102 ページを参照）。

4. 各蓋を元に戻します。

5. シーズン 初の使用と長期の使用後は、ポンプの下にある
ストレーナを確認してください。肥料を積載する前に、ス
トレーナを清掃してください。

6. 標準のスクリーンサイズは 80（青）です。オリフィスの
選択によっては（ステップ 9）、ストレーナを変更する必要
があります。

タンクの積載

参照：図 32 および図 139（143 ページ）または
図 140（144 ページ）

手順を開始する前に、下の情報を再確認してください。

• 化学薬品は使用直前に積載します。積載が早すぎると堆積
や層を形成し、施肥が不均等になり、装置が詰まります。

• 平らな地面で積載してください。傾斜地で行うと、デュア
ルタンク装置の充填状態が不均一になります。それを防止
するバルブ設定になっていないと、材料が一方のタンクか
ら他方へ流れます。

• タンクへの充填は、作業機の左前方にある 2 インチの CAM
迅速充填インレット（ ）を使用して行います。何らかの
理由でこのインレットを使用できない場合、梯子でタンク
上部のハッチから積載することもできます。蓋はねじ込み
式になっています。

• タンクの充填レベルのモニタ方法を決めます。日が明るい
ときや夜間でも照明を利用して積載できる場合は、液肥の
レベルが半透明のタンク壁から見えます。それ以外の場合
は、タンクのハッチを開けて中を覗く必要があります。

• ポンプバルブの位置に精通してください。一般的なタンク
では、 大5個の製品バルブがあります（ YP425Aは4 個）。
143 ページまたは 144 ページを参照してください。

7. 種子および施肥量説明書（ManualB #）で詳細を確認して
ください。

8. 量図表に従って、肥料ドライブスプロケットとピストンポ
ンプレートアジャスタを設定します。

9. 推奨サイズのオリフィスプレートをそれぞれのアクティ
ブドロップライン（播種量説明書）に取り付けます。

11
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農薬による危険の可能性：
皮膚や目に触れないようにしてください。薬品メーカーが指定
する適正な保護装具を着用してください。化学薬品の煙霧を長
時間吸い込まないようにしてください。薬品メーカーが指定す
る保護マスクを着用してください。化学薬品によっては重度の
火傷、肺臓損傷、および死亡に至る場合があります。事故が起
きた場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。事故の場
合にすべきことを知ってください。

機器損傷リスク：
乾燥しているときは、ポンプを使用しないでください。施肥を
行わないときは、 終ポンプ駆動チェーンを外してください。
空気は急速にポンプを腐食させます。ポンピングを行わないと
きは、ポンプにきれいな水か RV 不凍液を入れてください。

機器損傷および詰まりリスク：
ポリエチレンおよびポリプロピレンに適合したもののみ使用
してください。事前混合液肥のみを使用してください。この装
置は乾燥肥料用ではありません。粒状肥料はポンプを損傷し、
オリフィスを詰まらせます。

機器損傷リスク：
肥料を入れっぱなしにしないでください。後で積載してくださ
い。すべてポンピングします。装置を清掃してください。肥料
はきわめて腐食性が高く、残っているとピストンポンプに損傷
を与えます。またポンプを空気から防護してください。「液肥
装置の整備」（102 ページ）を参照。

 本製品のポンプは移動中のみポンピングが可能で、なおか
つブームにのみポンプの配管があるため、肥料の積載には
使用できません。肥料の供給元にポンプがない場合、タン
クよりも上から重力を使って充填する必要があります。

図 33
迅速充填インレット（バルブ開）（S/N-）
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迅速充填肥料積載

タンク上部のハッチから積載する場合は、「肥料のハッチ積載」
を参照してください（左列）。

参照：図 139（143 ページ）または図 140（144 ページ）

10. 迅速充填シャットオフバルブ を閉じます（10a）：
a. ハンドルを前へ：閉：インレットへ流れない
b. ハンドルを製品の左へ：充填：インレット開

11. セレクタバルブ を Quick-Fill へ（11a）：
a. ハンドルの矢印を製品の左前へ：

tank-to-quick-fill パスが開く
b. ハンドルの矢印を製品の右へ：

バルブ閉：バルブへ流れない
c. ハンドルの矢印を製品の左後方へ：

tank-to-pump パスが開く

12. 各タンクの排出バルブ を Operate に設定します（12a）：
a. ハンドルの矢印を左へ：

動作する（タンク充填またはポンプ）
b. ハンドルを配管に垂直に：バルブ閉：

タンクの流入 / 流出なし
c. ハンドルの矢印を製品の右へ：

空になる：タンク開で流出する

13. 肥料サプライを迅速充填インレット に接続します。

14. サプライバルブがあれば開き、漏れがないか確認します。

15. タンクレベルの観察者に充填レベルを観察するよう指示
します。

 充填レベルの観察時は、通常蓋を外しますが、充填時は特
に外す必要がありません。蓋にはベント孔があり、通常の
充填や施肥量での背圧がかかるのを防いでいます。

16. 肥料の供給元にポンプがあれば作動させます。

17. 迅速充填インレットバルブ を開きます。

 デュアルタンク装置では、特に平らな地面では、一方のタ
ンクが他方よりも早く満タンになります。インレットレー
トを減らせば、バランスを取ることができます。一方が先
に満タンになると、そのタンクの排出バルブを閉にして、
オーバーフローを防ぎます。

18. タンクの充填が必要レベルに達したら、肥料の供給元にポ
ンプがある場合は、停止します。肥料の供給元にバルブが
あれば閉めて、インレットシャットオフ を閉めます。

19. 迅速充填のサプライラインを外します。

20. 外したタンク蓋を取り付けます。

21. 輸送前に肥料を積載する場合は、各タンクの排出バルブ
を閉めます（12b）。こうすることでラインへの堆積が

防げます。

22. セレクタバルブ を Pump に設定します（11c）。

肥料の積載は以上で完了です。

「液肥の操作（オプション）」（40 ページ）を参照。 ポンプ調整
は、種子および施肥量説明書を参照してください（ManualB
#）。ドロップラインオリフィスの選択は、播種量説明書を参照
してください。
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肥料のハッチ積載

材料を迅速充填から積載する場合は、「迅速充填肥料積載」の
説明（左列）を参照してください。

参照：図 139（143 ページ）または図 140（144 ページ）

23. 迅速充填シャットオフバルブ を閉じます（23a）：
a. ハンドルを前へ：閉：インレットへ流れない
b. ハンドルを製品の左へ：充填：インレット開

24. セレクタバルブ を Quick-Fill へ（11a）：
a. ハンドルの矢印を製品の左前へ：

tank-to-quick-fill パスが開く
b. ハンドルの矢印を製品の右へ：

バルブ閉：バルブへ流れない
c. ハンドルの矢印を製品の左後方へ：

tank-to-pump パスが開く

25. 農地で積載するには、各タンクの排出バルブ を Operate
に設定します（25a）：
a. ハンドルのポインタを左へ：

動作する（タンク充填またはポンプ）
b. ハンドルを配管に垂直に：

バルブ閉：タンクの流入 / 流出なし
c. ハンドルの矢印を製品の右へ：

空になる：タンク開で流出する

輸送前に積載するには、各タンクの排出バルブ を閉めま
す（25b）。こうすることでラインへの堆積が防げます。

 デュアルタンク装置では、両方の排出バルブを開いておけ
ば、一方のタンクに積載することで、もう一方へも積載さ
れます。両タンクに別々に積載するには、少なくともどち
らかの排出バルブを閉めます。

 デュアルタンク装置で両方の排出バルブがOperateに設定
してあれば、特に平らな地面では、一方のタンクが他方よ
りも早く満タンになります。インレットレートを減らせ
ば、バランスを取ることができます。

26. タンクの蓋を外して積載してください。

27. サプライラインをタンクに差し込みます。

28. 肥料の流出を開始します。

29. タンクの充填が必要レベルに達したら、ソースサプライを
停止します。

30. 外したタンク蓋を取り付けます。

31. 輸送前に肥料を積載する場合は、各タンクの排出バルブ
を閉めます（12b）。こうすることでラインへの堆積が

防げます。

32. セレクタバルブ を Pump に設定します（11c）。

肥料の積載は以上で完了です。

「液肥の操作（オプション）」（40 ページ）を参照。 ポンプ調整
は、種子および施肥量説明書量（ManualB #）を参照してくだ
さい。ドロップラインオリフィスの選択は、播種量説明書を参
照してください。

乾燥肥料の積載

農薬による危険の可能性：
化学薬品の安全な取扱いと認可された使用に関するサプライ
ヤの指示を読んで従ってください。農業用化学薬品はきわめて
危険です。

安全な取扱い、使用、廃棄、および清掃に関する一般的ガイド
ラインを見直し、従ってください（本書の 2 ページおよび 4
ページ）。

参照：図 34

1. 作業機名を風上に向け、肥料の積載時に作業者が風下を向
くようにします。

2. 肥料ホッパマウント がしっかり固定されて、前のホッパ
の残留物が残っていないことを確認します。「乾燥肥料の
清掃」（103 ページ）を参照。

3. ホッパ前面のゴム製ラッチ を外します。蓋を後ろへ開い
て、内部のゴムひもで開いたままにします。
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図 34
肥料蓋の操作
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4. 以前の材料や瓦礫が残留していないかホッパを点検しま
す。必要なら清掃します。

参照：図 35

5. オーガを調整して、率を High または Low に合わせます。
種子および肥料量説明書（401-651B）の「乾燥肥料量」を
参照してください。低肥料率の場合、オーガを のように
設定します。高肥料率の場合、オーガを のように設定し
ます。

時間損失リスク：
肥料を加える前に、オーガが正しく回転し、必要な率範囲設定
になっていることを確認してください。

6. ホッパに肥料を入れます。

7. 蓋を閉め、それぞれの蓋の両ラッチをかけます。

乾燥肥料の積載（ツインロー）

液肥の積載は 33 ページにあります。

施肥しない場合は、左ホッパの左端にある肥料メーターシャフ
トを外してください。シャフトジョイントから離して、ピンを
カプラに差し込みます。

輸送前に肥料を積載するのはお勧めできません。メーターは輸
送中に回転しませんが、特に悪路では、肥料によってはメー
ターからこぼれ落ちるものもあります。

適正な肥料

乾燥した粒状肥料のみを使用してください。粒状肥料は自由に
流れるもので、 大直径が 7 mm 未満でなければなりません
（アプリケータチューブアウトレットのブリッジによる詰まり
を防ぐため）。

図 35
肥料オーガの調整

（シングルローのみ）
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図 36
空 2- アウトレットホッパ
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農薬による危険の可能性：
使用する材料や全開ホッパから散布した材料に適した保護装
具を着用してください。皮膚や目に触れないようにしてくださ
い。塵芥を吸い込まないようにしてください。

装置の点検

両方のリアクレードルピンがすべてのホッパに取り付けられ
ていることを確認してください。図 118 を参照してください
（103 ページ）。

参照：図 36

各ホッパの蓋を外し、以下の有無を点検します。

• 次回の使用に適合しない残留肥料
• 汚染物質
• メーターのインレット を塞ぎかねない破片
• 動物、紛失工具等
ホッパの清掃が必要な場合は、「乾燥肥料の清掃」（103 ページ
を参照）。

ホッパ蓋の操作

参照：図 37 および図 39

ホッパ蓋のロックを解除するには、ゴム製ラッチ を金属製の
キーパ から持ち上げます。

 キーパの金具 は、ホッパの縁に引っかかりがちです。蓋
の端を前に引いて持ち上げます。

参照：図 38

蓋を開けるには、前側の端を持ち上げ、蓋を後ろへスライドさ
せて、ホッパの向こう側へ縦に配置します。蓋は保持ストラッ
プ で保持されます。

参照：図 37、38 および 39

蓋を閉めるときは、以下について確認してください。

• リアキャッチプレート がホッパ後縁の下にある。
• キーパの金具 が前縁の下にある。
• 各ゴム製ラッチのボール がキーパに収まっている（「T」型

ハンドルのみ収まっている場合、蓋はしっかり閉まってい
ません）。

図 37
ホッパラッチの開閉
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図 38
ホッパ蓋が開いた状態
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図 39
ホッパ蓋のリアキャッチプレート
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乾燥肥料の操作
土壌条件は多様であるため、率の設定を行う前に、その土壌に
詳しい専門家に相談されることをお勧めします。

肥料メーターは、種子計量装置を駆動するのと同じグラウンド
ドライブで駆動されます。製品を下げて移動しているとき、
メーターが作動して、肥料トランスミッションスプロケットの
選択によって制御される率で施肥されます。

率図表および率設定の詳細は、播種量および肥料率説明書
（ManualB #）を参照してください。

肥料メーターのアウトレットは、通常乾燥肥料コルターの肥料ド
ロップチューブに接続されます。ドロップチューブの高さ / 角度
調整は 65 ページを参照してください。

参照：図 40

施肥しない場合は、左肥料ホッパの左端にあるドライブカプラ
を外してください。

1. ピン をカプラ から抜きます。

2. カプラを左へスライドさせて、従動シャフト から完全に
切り離し、シャフトギャップと駆動シャフト のピンホー
ルから離します。

3. ピンを駆動シャフトに差し込みます（カプラには差し込ま
ない）。ワイヤボールでピンをシャフトに固定します。

肥料の駆動操作を回復するには、まず従動シャフトを回して、
そのピンホールをカプラのピンホールに合わせます。カプラを
右へスライドさせます。ピンをカプラと従動シャフト双方に差
し込みます。ピンをワイヤボールで固定します。

材料損失 / マシン損傷リスク：
シャフトのギャップから離して、ピンをカプラに差し込みま
す。ピンはカプラ と駆動シャフト の双方に差し込み可能
です。それはしないでください。そうするとカプラと従動シャ
フトが接触するようになります。農地での移動時に、メーター
が作動する可能性があります。またカプラと従動シャフ
ト が損傷します。

図 40
乾燥肥料駆動カプラ
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液肥の操作（オプション）
シリアル番号が F（YP425A s/n B1008N-）（YP625A s/n B1043Q-）
（YP825A s/n B1014S-）のプランターでは、ポンプは、種子計量
装置を駆動するのと同じグラウンドドライブで駆動されます。

シリアル番号が F（YP425A s/n B1009N-）（YP625A s/n
B1044Q-）（YP825A s/n B1015S-）57 のプランターでは、ポン
プはグラウンドホイールドライブで駆動されます。

製品を下げて移動しているとき、ポンプが作動し、肥料トラン
スミッションスプロケットとポンプアジャスタ設定に基づい
て施肥されます。

土壌条件は多様であるため、その土壌に詳しい専門家に相談さ
れることをお勧めします。地元の条件によっては、図表に示さ
れる代表的な肥料量を加減する必要があるかもしれません。畝
幅への施肥では、いかなる場合でも、エーカー当たり 12 ガロ
ンを超えないようにしてください。

液肥装置は、15 ～ 40 psi が理想的な作動圧です。装置のいく
つかの要因によって装置圧に影響を受け、播種量を変えたとき
は、初期設定、定期整備、調整が必要となります。

手順は、「液肥の積載肥料（S/N+）」（33 ページ）、および「種
子および肥料率説明書 ManualB #」（36 ページ）に従って肥料
が積載されて（他の設定も完了）していることを前提にしてい
ます。

参照：図 139（143 ページ）または図 140（144 ページ）

1. 迅速充填インレットバルブ が閉じていることを確認し
ます。ハンドルを製品の左にします。

2. セレクタバルブ を Pump にします。ハンドルを製品のリ
アにします。

3. タンク排出バルブ を Operate にします。ハンドルを前方
にしてセレクタバルブに接続します。

4. 全開リリーフバルブ の調整を行っていない場合、63
ページに従って初期設定を行ってください。

メーターディスクに充填する前に、肥料装置を準備します
（ブームを充填するのに通常メーターが 1 回転するので、種子
を節約するため）。

5. ファンを切ってください。

6. 適当な地面に本製品を下ろします。

7. 肥料ゲージ にブームからの背圧がある程度表示される
まで、前方に牽引します。

8. 条のスライドゲートとメーターシャッタを開けます。

9. 肥料ゲージをモニタします。63 ページに従ってリリーフ
バルブを調整します。

10. 播種中、肥料タンクのレベルに留意し、同時に以下を行い
ます。
a. 予想消費量を確認する。
b. ポンプの空転を避ける。

11. 播種後肥料を回収しないのであれば、播種した 後の農地
に使用してください。ファンを止めて種子の計量を防ぐ
か、メーター駆動装置のチェーンを外します。随意条を
ロックして、条ユニットの摩耗を減らします（82 ページ）。

12. 102 ページに従って肥料装置を清掃します。

農薬による危険の可能性：
皮膚や目に触れないようにしてください。薬品メーカーが指
定する適正な保護装具を着用してください。化学薬品の煙霧
を長時間吸い込まないようにしてください。薬品メーカーが
指定する保護マスクを着用してください。化学薬品によって
は重度の火傷、肺臓損傷、および死亡に至る場合があります。
事故が起きた場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。
事故の場合にすべきことを知ってください。

機器損傷 / 材料誤用リスク：
ポンプを空転させないでください。駆動チェーンが所定の位
置にあれば、ポンプは常に製品を下げた状態で移動中に作動
します。空気はポンプを急速に損傷します。ポンプは常に液
がある状態に保ってください。施肥しないときは、チェーン
を外してください。

肥料が予定よりも早くなくなった場合は、速やかに再充填し
てください。肥料がない場合は、きれいな水を入れて、ポン
プを作動させた状態で播種を続行し（装置のフラッシング）、
水がなくなる前にポンプのドライブを外してください（ポン
プが乾かないようにする）。
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YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 操作手順 41
作業のモニタ
参照：図 41

標準型 DICKEY-john® PM300 は、YP425A、YP625A、および
YP825A 製品の以下の要素をモニタします。

• 各条ユニット種子チューブの種子：

中～大サイズの種子は、高い精度で 1 粒ずつカウントされ
ます。小さな種子の検知は、種子ストップ（「閉塞」）検出
により制限されます。

• 対地速度：

グラウンドドライブの標準磁気ピックアップa によるモニ
タで、密度を計算して報告することができます。

製品の設定、ディスプレイの初期設定、現行作物の量 / 限界設定
が完了したら、モニタは通常「OPERATE」モードで使用します。
モニタ操作の詳細は、DICKEY-john® PM300/PM332/PM400 取扱
説明書を参照してください。

DICKEY-john® 説明書にも本書にも、モニタの問題に関するト
ラブルシューティング情報が記載されています。重点や内容は
同じでないので、両方の説明書を確認してください。

a. オプションでレーダ速度センサのほか、Y-ケーブルによりトラクターの既存レーダから入力を受信することができます。速度も種子流量もリ

フト時に 0 になるため、磁気ピックアップが推奨されます。レーダでは、播種が停止したかどうかを判別できません。またレーダでは、煩わ

しいアラームが多く出ます。

図 41 モニタ：代表的な操作画面 29972
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YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 操作手順 42
空気系統の操作

メーター内圧 系統要素（ 空気の方向を示す）

油圧ファン 種子ホース 種子チューブセンサ（図 43）

バタフライバルブ Air-Pro® 種子メーター センサポート（図 43）

メーター内圧 空気 種子インレットシャッタ 圧力センサライン

条加圧チューブ 種子プール（図 43） 圧力センサチャンバ

種子ホッパ ディスク種子ポケット（セル） Magnehelic® 圧力ゲージ

スライドゲート 種子ホース（図 43）

図 42
製品空気系統 Air-Pro® 種子計量
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YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 操作手順 43
空気および播種系統の概要

参照：図 42（42 ページ）および図 43

油圧ファン は、メーターの作動用としてのみ空気を供給し
ます。ファンの回転数は、通常トラクター回路の油圧流量制御
を介して、操作員が調整します（46 ページ）。

手動調整式バタフライバルブ がファンのアウトレットに付
いています。バルブ調整 46 ページを参照してください。

マニホールド装置 は、ファンの空気を製品に送ります。パッ
シブ内部設計機能により、製品内の圧力バランスが保たれます。

これとは別に加圧チューブ があり、マニホールドの空気を
各条ユニットに送ります。

種子は種子ボックス から重力でスライド種子チューブ を
経て、Air-Pro® 種子メーターのインレット へ落ちるように
なっています。

手動調整式インレットシャッタ は、メーター基底部にある
種子プール のサイズを制御します。またシャッタは、種子
インレットチューブからの空気損失を抑え、条のシャットオフ
中にも使用されます。シャッタ調整は 79 ページを参照してく
ださい。

メーターでは、加圧空気がディスクの種子ポケット から吐
出され、 種子チューブ 上で解放されるまで、種子をポケット
内に留置します。

種子チューブ内では、種子センサ が種子の通過を検知しま
す。中～大サイズの種子は、1 粒ずつカウントされます。小粒
種子の場合、ほぼ検知され、モニタは停止を検知できるように
なっています。

いくつかの条には圧力センサポート が付いており、これは
メーター内圧装置用です。これら条のそれぞれから延びたライ
ン は、圧力を平均化するためのチャンバ に接続されてい
ます。

平均化された圧力は、Magnehelic® ゲージ に送られ、トラク
ターの運転者に表示されます。ファン調整時のゲージの使用に
ついては、59 ページを参照してください。

各種子チューブのセンサ は、種子の通過を種子モニタに通
知します。大粒の種子は 1 粒ずつカウントされます。小粒の種
子の場合、装置は閉塞モニタとして機能します。

 特殊ブランクディスクを使用すること（83 ページ）と種子
インレットシャッタを閉じること（79 ページ）が、セン
サ条が閉じているときに特に重要です。

 どの条であれ、通常のディスクを種子なしで、またはイン
レットを開いて空の状態で作動させると、空気系統のバラ
ンスが崩れます。同じことをセンサ条で行うと、ゲージの
表示も不正確になります。

 ファンを切ったままで、またはマニホールド圧不足のま
ま、地中で作動させないでください。メーターは種子を満
載します。正常な運転を再開するには、メーターの清掃が
必要です。

図 43
Air-Pro® メーター、ディスク側
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YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 操作手順 44
ファン回路の操作（SN+）

次のシリアル番号のプランターに該当します。
（YP425A s/n B1009N+）
（YP625A s/n B1044Q+）（YP825A s/n B1015S+）

「ファンと調整」（59 ページ）も参照。

参照：図 44
空気が流れている
空気が止まっている（惰性で動いているファンが
止まる）

油圧ホースが 2 本ファンに接続されており、ファンが正しい方
向 に推奨速度で回転するよう、適正に接続する必要がありま
す。「油圧ホースの接続」（16 ページ）を参照。

1. モータの戻りライン をリモート回路の戻り（ポートを拡
張する）、つまり吸引側に接続します。

製品には、圧力除去用の QD カプラが戻りラインに付いて
います。これにより、戻りラインが接続されていない場合
や接続が不適切な場合であっても、モータの損傷を防止し
ます。ただし、戻りラインが適正に接続されていないと、
オイルがこぼれます。

2. モータのインレットライン を 20L/ 分の能力を持つトラ
クターのリモートに接続します。優先リモートがある場合
は、それをファン用に使用してください。

3. ファンの油圧回路にはチェックバルブ があり、モーター
シャットオフ時にオイルのリリーフ経路となります。ファ
ンの接続が逆だと、このバルブを通る流量では、ファンが
低回転になるので、それが逆接続の強い兆候となります。

ファンの正しい回転方向は で示すとおりです。逆接続が
疑われる場合、シャットオフ時に観察してください。回転
が遅くなって止まりそうなときに、回転の方向が分かりや
すくなります（始動時は瞬間的なので観察困難）。

ファン速度は、トラクターの回路とバタフライバルブで制御し
ます（種子モニタではない）。

 ファン速度は、オイルが作動温度になるにつれて変化しま
す。運転開始当初は、メーター内圧を普段より多めに確認
してください。

回路をNeutralかFloatに設定するとファンが止まります。チェッ
クバルブによりオイルの再循環が片寄り、ファンブレードが
徐々に止まります。

図 44
ファンの油圧装置
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ファンの接続方向が逆だと、全く作動しません（戻り接続にオイル源
がないため）。オイルがあれば、チェックバルブ のオイルバイパス
により、ファンが高回転になるのを防止します。逆接続でもある程度
の空気がメーターに送られますが、播種に必要な信頼できる空気流量
にはなりません。
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図 45
ファンホース
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YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 操作手順 45
ファン回路の操作（SN-）

次のシリアル番号のプランターに該当します。
（YP425A s/n B1008N-）
（YP625A s/n B1043Q-）（YP825A s/n B1014S-）

「ファンと調整」（59 ページ）も参照。

参照：図 46

油圧ホースが 3 本ファンに接続されており、ファンが正しい方
向 に推奨速度で損傷することなく回転するように、適正に接
続する必要があります。「油圧ホースの接続」（16ページ）を参照。

1. 必ずケースドレインライン を 初に接続してください。
このラインは、油圧モータの外側シャフトシールを保護し
ています。ケースドレインはヒッチへの細いラインで、特
殊な平たい低滲出ケースドレイン迅速着脱コネクタが付い
ています。モータ作動時の圧力スパイクや温度変化による
圧力サイクルがケースドレインによりブリードされます。

モータシール損傷による危険：
ケースドレインラインに圧をかけないでください。特殊 QD コ
ネクタを変更しないでください。ケースドレインラインが制限
され、または封印されると、直ちにモータシールが損傷します。

2. モータの戻りライン を次に吸引側に接続します。

製品には、11/16 インチの低背圧 QD カプラセットが付いて
います。リセプタクルをトラクターの吸引ポートに取り付
けてください（通常のリモート戻りポートではない）。サイ
ズが他と異なっているので、正しい接続の助けとなります。
モータの戻りラインは、低背圧で大容量を処理し、モータ
の 大性能を確保するためです。

3. モータのインレットライン を 4.5 ガロン / 分の能力を持
つトラクターのリモートに接続します。優先リモートがあ
る場合は、それをファン用に使用してください。

4. ファンの油圧回路には チェックバルブ があり、モーター
シャットオフ時にオイルのリリーフ経路となります。
ファンの接続が逆だと、このバルブを通る流量では、ファン
が低回転になるので、それが逆接続の強い兆候となります。

ファンの正しい回転方向は で示すとおりです。逆接続が
疑われる場合、シャットオフ時に観察してください。回転
が遅くなって止まりそうなときに、回転の方向が分かりや
すくなります（始動時は瞬間的なので観察困難）。

ファン速度は、トラクターの回路とバタフライバルブで制御し
ます（種子モニタではない）。

回路を Neutral か Float に設定するとファンが止まります。
チェックバルブによりオイルの再循環が片寄り、ファンブレー
ドが徐々に止まります。

図 46
ファンの油圧装置
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ファンの接続方向が逆だと、全く作動しません（戻り接続にオイル源
がないため）。オイルがあれば、チェックバルブ のオイルバイパス
により、ファンが高回転になるのを防止します。逆接続でもある程度
の空気がメーターに送られますが、播種に必要な信頼できる空気流量
にはなりません。
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ファン速度は、オイルが作動温度になるにつれて変化します。運転開
始当初は、メーター内圧を普段より多めに確認してください。
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YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 操作手順 46
ファンの全般操作情報
ファンを調整して、種子ディスク、種子、および種子密度に推
奨されるメーター内圧にします。播種量説明書の表と図表で、
推奨値を参照してください。

正常なゲージ表示範囲は 0.8 ～ 4.0 インチ水柱で、作物によっ
てかなり変化します。

参照：図 47

トラクターのリモート油圧バルブ流量コントロールでファン
速度を設定し、バタフライバルブでメーター内圧を微調整しま
す。精密度はトラクターの性能に左右されます。

• 目標は推奨メーター内圧を得て、走行が終了してマーカー
を折りたたみ、上げ、旋回するまでそれを維持することに
あります。

• 設定を行うときは、トラクターのエンジンを代表的な農地
rpm で回転させます（アイドリングではない）。

• バタフライバルブを事前設定します。以前作成した作物 /
ディスク / 範囲設定値を使用するか（右の欄を参照）、以下
のように行います。

トラクターにリモート流量速度の微調整コントロールが
あり、エンジンの回転数が変わっても流量を一定に保てる
のであれば、バタフライバルブをまずは 30° 以下に設定し
ます。

流量のおおまかなコントロールしかないのであれば、バタ
フライバルブをまずは 45° に設定します。

• ファンの回路流量のゲージ表示値が、推奨値付近になるよ
うに設定します。

• バタフライバルブでメーター内圧を微調整します。

• トラクターの流量が限界にある場合や、リストの回路に優
先順位がある場合、ファン流量とバタフライバルブ設定の
組み合わせを試してみる必要があります。

ファンは必ず低い流量設定で始動してください。

ファンを徐々に初期推奨メーター内圧に上げて行きます。

回転数が過大になると、空気流量が過大になり、以下の原因と
なります。

• オイルの過熱

• リフト時間の遅延

必要な圧力が得られない場合、または低いバタフライバルブ設
定でオイル流量が大きくなる場合、ファンが逆転している可能
性があります。ヒッチのインレット / 戻りラインを逆にします。
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バタフライバルブの操作：

調整はボルト を緩め、ハンドル を回します。ボルトを締め
付けます。

0° は全開で、空気流量が 大になります。

90° は閉で、空気流量が 小になります。

バルブの も効果的な設定値は 20° ～ 70° です。

30° でスタートすると、ファンの負荷が減ります。

45°でスタートすると、上げ下げの調整範囲が 大になります。

 作物、種子ディスク、量範囲の組み合わせが変わると、バ
ルブ設定も変える必要があります。その場合、播種量説明
書の図表にバルブ角度を控えておきます。

図 47
ファンのバタフライバルブハンドル
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旋回時の低密度リスク：
ファンは 大 4.5 gpm です。これには上げ下げ用のオイルまた
はマーカー操作用のオイルが含まれていません。上げ下げの急
激な操作やリフト / マーカーの同時操作を行うと、ファンの
rpm を減じ、メーターディスクの加圧に必要な回転数を得られ
なくなることがあります。このときに種子がポケットから落下
すると、旋回後に低密度の帯状地帯が生じます。

トラクターのオイル流量能力に余裕がない場合は、リフトを行
う前にマーカーの上げ下げを行い、リフトをゆっくり行ってく
ださい。メーター内圧に留意して、旋回中に播種レベルに維持
できるように操作してください。
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YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 操作手順 47
Air-Pro® メーター の操作
参照：図 48

メーターディスクは、上部の前方でチェーンドライブ（図には
ない）により駆動され、常にセクションドライブシャフトに接
続されています。播種しない条では、ブランクディスクを使用
してください（83 ページ）。

種子は、空気でインレット空気解放スクリーン の上にあるイ
ンレットに運ばれます。種子は普通スクリーンの上に溜まり、
溜まったレベルがスクリーン以下になるまで、空気の流れがそ
れ以上種子デリバリ装置から来ないようにします。

種子はメーターに種子インレットシャッタ から入り（開いて
いれば）、メーター基底部に種子プール を形成します。種子
プールの規模はシャッタハンドル の設定で制御します（ユー
ザがメーターで行う唯一の調整）。シャッタの初期設定値は播
種量図表に記載されています。

メーター内圧空気が からメーターに入り、主に種子ディスク
の種子ポケットから出ます。種子プールから上がってくる種子
を圧力差でディスクポケット に保持します。ポケットの余分
な種子は、ひげブラシ で払い落とされます。

ストリップおよびドロップブラシがメーター内圧空気をブ
ロックします。ドロップブラシ を通る種子は、自由落下して
種子チューブに入り、種子センサ に検知されます。

メーターの操作

1. 種子および肥料率説明書と本書の 81 ページ以降の指示に
従って、作物 / 密度に合ったディスクを取り付けます。 

2. 播種する条のシャッタを初期推奨設定値に開きます（播種
量図表から）。使用しない条は、ブランクディスクを取り
付け（83 ページ）、シャッタを閉めます。

3. ツインロー作物の千鳥格子では、スプロケットインデキシ
ングを設定します（詳細は種子および肥料率説明書を参
照）。

4. ファンを作動させて、推奨マニホールド圧力にします（種
子および肥料率説明書および 59 ページ）。

5. スライドゲートを開いてメーターに充填します。

6. すべての条を準備したら、メーターを 1 回転させて、ド
ロップブラシの端までポケットに充填します。ドライブ
シャフト（前方上部）を 7/8 インチ（23 mm）レンチで回
すか、グラウンドドライブホイール（前方上部）を上げて
回します。

7. ファンを回したままにします（種子を上部ポケットに保持
するため）。防雨カバーを取り付けます。播種を開始しま
す。メーターの動作はこれ以後自動になります。

以下も参照してください。
「種子プールのトラブルシューティング」（89 ページ）、
「メーター清掃」（101 ページ）および
「メーターブラシの整備」（104 ページ）

図 48
条での Air-Pro® 種子メータ
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マーカーの操作（オプション）SN+
このページは以下のモデルに該当します。
（YP425A s/n B1009N+）（YP625A s/n B1044Q+）
（YP825A s/n B1015S+）

マーカーを操作する前に

• シリンダのエア抜きが適正か確認してください。「マーカー
の整備（オプション）」（109 ページ）を参照。

• ここでは経路間隔に合ったマーカーの展張を前提にしてい
ます。そうなっていない場合、または変更の必要がある場
合は、「マーカーの展張」（167 ページを参照）。

• マーカーには自動シーケンスバルブが装備され、作動させ
る側の制御とマーカー展開速度の制御を行います。マー
カーの折り畳み速度は、シーケンスバルブ本体のセットス
クリュで調整します。折り畳み速度が過大だとマーカーが
損傷します。始めて農地運転を行う前に、速度を設定して
ください。「マーカー速度調整」（167 ページ）を参照。

マーカーの展張（片側）

1. トラクターの油圧制御（レバーまたはスイッチ）をマーカー
回路へ動かします（通常 Extend）。マーカーが完全にたた
み込まれるまで保持します。トラクターの制御を戻り止め
位置にしないでください。

2. マーカーの作動する側が必要な側でない場合、少し展張し
てから、トラクターの回路制御を Retract にします。マー
カーがたたまれたなら、回路制御を Extend にして、反対
側を作動させます。

条マーカーの操作

マーク側を交替させるには、以下の手順に従います。

1. トラクターの回路制御を Retract にします。マーカーがた
たまれるまで保持します。

2. トラクターの回路制御を Retract にします。別の側のマー
カーが完全に展張されるまで保持します。

3. トラクターの回路制御をニュートラル /Off にします。

マーカーの操作

マーカーの制御には、リフト制御回路が付いています。マーカー
はプランターとともに上下に動きます。

プランターが下がると：

• 片側のマーカーが展張します。
• マーカーが完全に展張されるまで油圧制御を保持します。
プランターが上がると：

• マーカーがたたみ込まれます。
• マーカーが完全にたたみ込まれるまで油圧制御を保持し

ます。
次回プランターが下がると、反対側のマーカーが展張されます。

頭上、挟み込み、先のとがった物による危険：
マーカーの操作中は、ウイング端付近に人を近づけないでくだ
さい。マーカーの動作経路にいると、大怪我や死亡に至るリス
クがあります。マーカーアームは重く、大きな油圧力がかかっ
ており、油圧系統の損傷やエア抜きが必要な場合、急に動くこ
とがあります。マーカーディスクには鋭利な物があります。
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マーカーの操作（オプション）SN+
このページは以下のモデルに該当します。
（YP425A s/n B1008N-）
（YP625A s/n B1043Q-）（YP825A s/n B1014S-）

マーカーを操作する前に

• シリンダのエア抜きが適正か確認してください。「マー
カーの整備（オプション）」（109 ページ）を参照。

• ここでは経路間隔に合ったマーカーの展張を前提にして
います。そうなっていない場合、または変更の必要がある
場合は、「マーカーの展張」（167 ページを参照）。

• マーカーには自動シーケンスバルブが装備され、作動させ
る側の制御とマーカー展開速度の制御を行います。マー
カーの折り畳み速度は、シーケンスバルブ本体のセットス
クリュで調整します。折り畳み速度が過大だとマーカーが
損傷します。始めて農地運転を行う前に、速度を設定して
ください。「マーカー速度調整」（167 ページ）を参照。

マーカーの展張（片側）

1. トラクターの油圧制御（レバーまたはスイッチ）をマー
カー回路へ動かします（通常 Extend）。マーカーが完全に
たたみ込まれるまで保持します。トラクターの制御を戻り
止め位置にしないでください。

2. マーカーの作動する側が必要な側でない場合、少し展張し
てから、トラクターの回路制御を Retract にします。マー
カーがたたまれたなら、回路制御を Extend にして、反対
側を作動させます。

両側の展張

両マーカーが直立 / 傾斜位置の場合：

1. どちらか片方を展張し、完全に展張したら：

2. レバー / スイッチを一瞬 Retract にし、Extend に戻して反
対側を展張します。

条マーカーの操作

マーク側を交替させるには、以下の手順に従います。

1. トラクターの回路制御を Retract にします。マーカーがた
たまれるまで保持します。

2. トラクターの回路制御を Retract にします。別の側のマー
カーが完全に展張されるまで保持します。

3. トラクターの回路制御をニュートラル /Off にします。

マーカーの折りたたみ

製品にマーカーがあれば、リフト操作を行う前に折りたたんで
ください。

1. トラクターの回路制御を Retract にします。マーカーがた
たまれるまで保持します。

2. 輸送 / 保管時はマーカーを下に倒します。

頭上、挟み込み、先のとがった物による危険：
マーカーの操作中は、ウイング端付近に人を近づけないでくだ
さい。マーカーの動作経路にいると、大怪我や死亡に至るリス
クがあります。マーカーアームは重く、大きな油圧力がかかっ
ており、油圧系統の損傷やエア抜きが必要な場合、急に動くこ
とがあります。マーカーディスクには鋭利な物があります。
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農地設定チェックリスト
下の表を利用して、使用するトラクター / 製品構成用の 終
チェックリストを作成します。トラクターの機能、製品のオプ
ション、播種用アクセサリによっては、若干補足的な手順が必
要になります。

メカニカルチェックリスト（ヒッチ） ページ

製品のヒッチ 15

トラクターへの安全チェーン装着 15

パーキングジャッキの携行 15

電気チェックリスト ページ

電気接続は確実か 15

種子モニタターミナルの点検と診断メッセージの
確認

a

a. モニタ説明書を参照すること。

オプション：製品を下げたとき、オプションのレーダ
速度センサは水平線から約35で地面に向いているか。

b

b. センサの文書を参照すること。

負圧系統チェックリスト ページ

トラクターの油圧タンクが満タンか確認 -

ファンケースドレイン（該当する場合）ファンの戻り
ファンモーターの圧力側（格納）

18

漏れの点検 -

上下操作をしてみる 23

速度と空気の流れる方向を確認
a

a. ファンを短時間作動させる。ファンが止まるときに、ロータ

ブレードが出口ポート方向に回転しているか確認する。

メカニカルチェックリスト（ヒッチ後） ページ

製品を上げてください。
輸送用ロックを解放

23

フロントからリアのレベル 19

マーカーの展張設定 167

マーカーディスク角の設定 58

マーカーが折りたたまれている（ 初の条播種開始後
以外）

50

空気系統チェックリスト ページ

ファンのバタフライバルブの設定 46

種子が赤誠されている。蓋が閉じている。 30

メーターシャッタの開きが図表値どおり 79

空気漏れがない（種子ホッパ以外）

ホースとチューブの配管（たるみや挟み込みがない）
両マニホールドとセンサラインの確認

ホースがメーターにしっかり接続されている

製品のメータードライブチェックリスト ページ

チェーンの潤滑とゆるみを確認 110

製品を下げた状態で速度センサパルスを較正する。
a

a. 種子モニタ説明書を参照すること。

播種：量図表に対して、レンジとトランスミッション
を設定 / 確認

b

b. 播種量マニュアルを参照すること。

条ユニットチェックリスト ページ

深度ハンドルを同様にプリセットする。 76

下げ応力スプリングを同様にプリセットする
（進路以外）。

70

オプション：ユニットに装着されたコルターを 1/4 イ
ンチだけオープナのブレードよりも浅く設定する。

74

コルターが条に合っているか確認 75

閉鎖ホイールのアラインメントを確認 86

プレスホイールを同様に設定する（進路以外）。 86

動作とサイド深度ホイールの当たり具合を確認 77

ホイールスクレーパのギャップを確認（装備されて
いる場合）

78

スライドゲートが開いている 31
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液肥（オプション）チェックリスト ページ

オリフィスプレートが適正か確認
a

a. 種子および施肥量説明書の確認

リリーフバルブ設定の確認 63

装置に水 100 ガロンを入れ、漏れを確認 -

すべての条ユニットラインの接続、ねじれの有無、
排出チューブ / ノズルが清浄か確認

-

バルブを作動位置に設定 40

乾燥肥料チェックリスト ページ

施肥しない場合はドライブシャフトのカプラを外す。
または …

64

必要な施肥量に合った駆動 / 従動スプロケットを
取り付ける

a

a. 種子および施肥量説明書の確認

アプリケータチューブの確認調整 65

肥料を農地で積載する 36

メーターチェックリスト ページ

コーンか ?
ツインロー用メーターのタイミング確認

a

a. 播種量マニュアルを参照すること。

チェーンの張り確認アイドラテンションスプリング
が緩んでいれば再接続する。

-

種子ディスクは適正か
a

ファンを始動する。農地マニホールド圧で作動させる。 45

ディスクに種子を入れた状態で、メーターシャフトを
1 回転させる。

47
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農場での運転
「運転前チェックリスト」（22 ページ）と「農地設定チェック
リスト」（50 ページ）の手順をすべて行ってください。

流出による危険 / タンク損傷リスク：
肥料タンクストラップの張りを定期的に確認してください。
ストラップの張りは、外気温度が変わると変わります。必要
に応じて張りを調整し、怪我や肥料タンクの損傷を防いでく
ださい。

播種中にアラームが出ないか、種子モニタを確認してくださ
い。表示されている量が計画どおりか確認してください。

種子と肥料を再積載するときに、それまでの消費量と予想使用
量を対比してください。

初回通過操作チェックリスト ページ

1. 肥料装置を準備する。 40

2. スライドゲートが開いている。シャッタが設定され
ている。

47

3. 初の播種条の開始時に製品とラインを上げる。 23

4. メーターに種子を準備する。ファンを回したままに
する。

47

5. 次の条側のマーカーを展張する。 48

6. 前方に牽引し、製品を下げ、短い距離を播種する。 23

7. 停止してください。以下を見る。
• 播種深度
• 種子間隔
• プレスホイールの動作
• 施肥（行う場合）

-

8. 必要な調整を加える。 54

9. 播種を再開する。 -

鋭利農地旋回a チェックリスト

a. 通過操作と旋回時のマニホールド圧をモニタします。メー

ター内圧を維持するために必要な操作を調整します。

ページ

1. マーカーを折りたたむ 48

2. 折りたたみが完了したら製品を上げる 23

3. 旋回する

4. 製品を下げる 23

5. 次の条側のマーカーを展張する。 48

6. 播種を再開する。

中断播種チェックリスト ページ

1. トラクターを停止する -

2. ファンの油圧回路を Float または Neutral にする 45

3. 油圧駆動回路を Float または Neutral にする -

4. マーカーを折りたたむ 48

5. 製品を上げる 23

終了播種チェックリスト ページ

1. 上記のように運転を中断してから、

2. 輸送用ロックを取り付ける 24

3. 照明を点灯する -

4. 輸送する 25
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臨時駐車
1. マーカーを折りたたみます（50 ページ）。

2. 平らでしっかりした地面を選択します。急斜面でヒッチを
外さないでください。

3. 製品を完全に上げます。

4. 輸送用ロックをかけます（24 ページ）。

5. 製品をロックの上に下ろします。

6. （オプション）肥料タンクの排出バルブを閉めます。

7. 油圧回路をニュートラルにします。

8. 油圧ラインを外します。油圧ラインが地面に触れないよう
固定します。

9. 電気ケーブルを外し、キャップが付いている場合は取り付
けます。

10. ジャッキを保管位置からタン側にします。

11. タンを少しだけジャッキアップします。

12. ヒッチを外します。トラクターを再始動して、製品から離
れます。

長期保管
1. 肥料ブーム装置が取り付けられている場合、「液肥装置の

整備」（102 ページを参照）。

2. パーキング手順を行います（53 ページ）。可能なら製品は
屋内に駐めてください。輸送用ロックをかけて、上げた状
態でパーキング / 保管することをお勧めします。

3. 「材料の清掃」（100 ページ）を参照。 すべての種子を種子
容器、エアボックス、種子デリバリ装置、およびメーター
から除去します。

4. スライドゲートとラッチホッパ蓋を閉めます。

5. 種子ディスクをメーターから取り外します（主にブラシへ
の圧を解放するため）。ディスクの残留堆積物を清掃しま
す（右の注意を参照）。中性洗剤、傷の付かないスクラバ、
温水を使用します。密閉された保管場所に置くときは、保
管する前にディスクを乾かします。

考えられる化学薬品による危険 :
種子ディスクには滑石およびグラファイトの残留物があり、ま
た危険な種子コーティング剤も残留している可能性がありま
す。調理場や食器の洗い場でディスクを洗わないでください。
ディスクを洗浄するときは、手袋を着用してください。スプ
レーを避けてください。ディスクは食洗機で洗浄できますが、
食器にも使用する食洗機は使用しないでください。

6. すべての種子ディスクチューブの端を小さいビニール袋で
覆ってひもやテープで留め、昆虫が入れないようにします。

7. メーターの種子インレットシャッタを閉じます（害虫が種
子ホースに入れないように）。種子と種子コーティング剤
残留物を種子メーターから一掃します。詳細は「メーター
清掃」（101 ページ）を参照。

8. 製品に付着した泥や汚れ、オイル / グリスを清掃します。

9. 整備の項に列挙されているすべてのポイントを潤滑します。

10. シリンダロッドの露出部にグリスを塗布して、腐食を防止
します。

11. 製品に摩耗または損傷しているパーツがないか検査して
ください。オフシーズンには修理とサービスを行ってくだ
さい。

12. スプレーですり傷、欠け、摩耗部位を塗装し、製品の金属
部を保護します。

13. 屋外で保管する場合は、製品を防水シートで覆ってくだ
さい。
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調整

YP425A、YP625A、および YP825A 製品の能力を 大限に発
揮するためには、すべての構成品の操作に対する理解が必要で
す。また、 適な収量を得るためにさまざまな調整が必要です。
これらのうちいくつかは説明書のここまでの部分で説明され
ています。

播種条件がめったに変わらないとしても、いくつかの項目は、
通常の摩耗のために定期的な調整が必要となります。

調整 ページ 調整が影響するもの

フレーム高さ 21 播種深度の均一性

フレームの水平 19 播種の均一性

空気系統 42

ファン速度 46 適種子配分

メーター内圧（SRM の値a） 59 均一な種子流量とディスクシンギュレーション

播種量 SRMa
播種量マニュアルを参照

マーカー調整

マーカーの展張 167 所期の作業間隔

マーカー速度調整 167 信頼できるマーカー操作

肥料調整

施肥量（オプション） 61 施肥量

肥料オリフィス（オプション） 62 製品全体で均一な施肥量

肥料リリーフバルブ（オプション） 63 装置の保護：材料の無駄を減らす

フレーム搭載条アクセサリ（オプション）

Terra-Tine™ ロークリーナー（オプション） 66 条の準備

フレーム搭載コルター（オプション） 67 条のプレファロー深度と瓦礫切除

Vantage I 肥料デリバリ（オプション） 67 肥料の配置

25AP 条ユニット調整

オープナ深度 76 播種深度

条ユニット下げ圧 70 播種深度の均一性

条ユニットロックアップ 84 シングル / ツインロー操作

ロークリーナ調整（オプション） 73 条の準備

コルター調整（オプション） 74 種子深度の均一性

オープナディスク深度 76 種子深度、種子と土壌の接触

サイド深度ホイール 76 種子深度、詰まり防止

ゲージホイールスクレーパ調整 78 均一な種子畝幅深度

種子メーター設定と調整 79 均一な種子密度

種子ファーマー調整（オプション） 85 種子・土壌接触

プレスホイール調整 86 効果的な土壌範囲

モニタ調整 PMb
種子モニタ説明書を参照

a. SRM：種子および施肥量説明書（ManualB #）
b. PM：DICKEY-john® プランターモニタオペレータ説明書
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材料の量
量設定、スプロケットの選択、および取り付けの詳細は、播種
量説明書（pub. number ManualB #）にあります。これは要約
です。播種量の設定は以下の手順で行います。

1. モニタ設定

2. 種子ディスク選択

3. 駆動速度レンジスプロケット

4. トランスミッションスプロケット

5. インレットシャッタ

6.  メーター内圧

7. 播種量確認

すべての量調整は、製品の左端で行います。接地ドライブアセ
ンブリには調整装置がありません。播種量を変更しても、施肥
量には影響しません。

播種量の詳細

1. 量：モニタ設定：

種子モニタは、

• 正確な条カウント
• 正確な条間隔
• 種子キャリブレーション
• 予想密度限界で設定しないと、正確な量通知や有用な

アラームが得られません。
種子および施肥量説明書（ManualB #）および DICKEY-john® プ
ランターモニタオペレータ（PM）説明書を参照してください。

製品の工場設定のみ使用するのであれば、条カウントや間隔を
更新する必要はありません。使用しない条があれば、モニタ設
定を調整してください。

速度 キャリブレーションは、マシンを初めて使用する前に行う
必要があり、特に土壌条件が変わる場合には , 定期的な再較正
を行うことが勧められます。

2. 量：ディスクの選択

種子および肥料量説明書（ManualB #）に推奨ディスクの表が
あります。ディスクは作物特有です。作物によっては複数の
ディスクが利用でき、両方の種子品種、ディスク rpm 限界内で
の様々な密度に対応できます。ディスクには rpm の上限と下限
があり、それぞれ農地速度限界に対応します。図表にはその限
界が示されています。

「Air-Pro® メーターディスクの取り付け」（81 ページ）を参照。

使用しない条があれば、特殊なブランクディスクを取り付けま
す。「条ユニットのシャットオフ」（82 ページ）を参照。

図 49
モニタ設定画面
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図 50
Air-Pro® 種子ディスク
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3. 量：レンジスプロケット

レンジスプロケットは、おおまかな播種量を制御します。

参照：図 51 および図 52

どの播種量図表にも、そのレンジに対応する駆動および従動スプ
ロケットの組み合わせが記載されています。複数のレンジのある
作物は、図表の上部に「LOW RANGE」または「HIGH RANGE」
の記載があります。

レンジを変更するには、以下の手順に従います。

a. アイドラプレートをスプリング に対して回して、アイド
ラを解放します。チェーンを外します。

b. 駆動スプロケットと従動スプロケットの端、およびスト
レージシャフトからピンを抜きます。

c. スプロケットを交換して、駆動スプロケットと従動スプロ
ケットの歯のカウント（スプロケット面に刻印）が図表と
一致するようにします。すべてのシャフトにピンを差し込
みます。

d. チェーンを元に戻します。スプリングアイドラを元に戻し
ます。

4. 量：トランスミッションスプロケット

トルクトランスミッションスプロケットは、播種量を細かく制
御します。各図表の行には、2 ～ 3％の量調整があります。

参照：図 52

播種量図表の各行には、駆動および従動トランスミッションス
プロケットの固有のペアがあります。

トランスミッションを変更するには、以下の手順に従います。

a. アイドラプレートをスプリング に対して回して、アイド
ラを解放します。
チェーンを外します。

a. 以下のプランターの場合：（YP425A s/n B1008N-）
（YP625A s/n B1043Q-）（YP825A s/n B1014S-）
アイドラプレート を固定しているボルトを緩めます。
アイドラを解放します。
チェーンを外します。

b. 駆動スプロケットと従動スプロケットの端、およびスト
レージシャフトからピンを抜きます。

c. スプロケットを交換して、駆動スプロケットと従動スプロ
ケットの歯のカウント（スプロケット面に刻印）が図表と
一致するようにします。すべてのシャフトにピンを差し込
みます。

d. チェーンを元に戻します。スプリングアイドラを元に戻し
ます。

図 51
レンジスプロケット

31870

駆動

従動

3

3

図 52
トランスミッションスプロケット
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5. 量：種子インレットシャッタ

「スキップ」（ポケットの種子が少ない）や「ダブル」（ポケッ
トの種子が過剰）を避けて、種子ディスクの角ポケットに入る
種子数（通常1つ）を一定にすることで、種子が均一になります。

参照：図 53

ディスクでの種子ピックアップに影響する要因の 1 つは、種子
プールを 適にすることです（80 ページ）。種子プールの深さ
制御は種子入口シャッタ で制御されます。

各播種量図表には、初期推奨シャッタ設定値が記載されていま
す。詳細な設定や調整は、「種子インレットシャッタの調整」
（79 ページ）を参照。

使用しない条には、シャッタをゼロ / 閉に設定し、メーター内
圧空気の損失を防ぎます。ブランクディスクを取り付けます。
「条ユニットのシャットオフ」（82 ページ）を参照。

6. 量：メーター内圧

参照：図 54
（代表的なコーンの密度を表示）

ディスクでの種子ピックに影響する主な要因は、 適なメー
ター内圧です。ファンの空気は、種子がドロップブラシを通過
するまでディスクポケットに保持します（47 ページ）。

種子および肥料量説明書には、初期推奨マニホールド圧の項が
あり、1つの値か、または種子密度に基づくグラフで示されます。

マニホールド圧は、トラクターの回路レバーとファンバタフラ
イバルブの組み合わせで設定します（46 ページ）。「空気系統
の操作」（42 ページ）を参照。

7. 量：チェック

種子モニタレポートは、検知した種子に基づく計算密度を示し
ますが、実際の播種量は、実際に畝間チェックを行わなければ
分かりません。種子および施肥量説明書を参照してください。

図 53
種子インレットシャッタ ：設定 III
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図 54
マニホールド圧力ゲージ
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マーカーの調整（オプション）
以下も参照してください。

• 「初期マーカー設定（オプション）」（167 ページ）
（マーカー速度とマーカーの展張）

• 「マーカーの操作（オプション）SN+」（48 ページ）、および 
• 「マーカーの整備（オプション）」（109 ページ）

（マーカーシアボルトおよびマーカー油圧ブリード）

マーカーディスクの調整

先のとがった物による危害：
この近くで調整作業を行うときは注意が必要です。マーカー
ディスクには鋭利な物があります。

参照：図 55 

次のシリアル番号のプランターに該当します。
（YP425A s/n B1008N-）
（YP625A s/n B1043Q-）（YP825A s/n B1014S-）

1. カット角、マーク幅を変更するには、ディスクアセンブリ
を保持している 1/2 インチボルト を緩めます。

幅広マーク にするには、チューブ に対するマーカー角
を広げます。幅狭マーク にするには、角度を狭めます。

 マークを効果的にするため、必要以上にマーカー角を広げ
ないでください。角度が過剰だと、すべてのマーカー部品
の摩耗が早くなります。

2. ボルト を締め付けます。

 走行方向 に起因して、ディスク角は広がる傾向がありま
す。ボルトの締め付けが緩いと、あるいは時間とともに緩
むと、ディスクが徐々に幅広マーク設定になります。

参照：図 56 

次のシリアル番号のプランターに該当します。
（YP425A s/n B1009N+）（YP625A s/n B1044Q+）
（YP825A s/n B1015S+）

現行のマーカーには追加のマーカーディスク調整マウント
が装備されており、従来は横方向の動きにしか対応できな

かったのが、上下運動能力も備えています。またマーカーは、
農地により幅の広いマークができるようになっています。

頭上、挟み込み、先のとがった物による危険：
マーカーの展張 / 格納中は人を製品に近づけないでください。
油圧が故障すると、マーカーが突然急落下するおそれがありま
す。展張中に下にいる人に当たったり、格納中に挟まる可能性
があります。

図 55
マーカーディスク角（S/N-）
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図 56
マーカーディスク角（S/N+）
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ファンと調整
1. 手順は、適正な種子ディスクが取り付けられ（播種量説明

書に準拠）、種子インレットシャッタがその種子に設定さ
れていることを前提にしています（79 ページ）。

2. ファンを止めて、メーター内圧を確認します
（Magnehelic®a ゲージから）。必要ならゼロに戻します。

3. メモに基づき推奨メーター内圧を決めます（または播種量
説明書の値）。

4. トラクターを Park にし、ブレーキをかけます。トラクター
のエンジンを代表的な農地rpmにします。製品を上げます。

5. ファンを始動します。トラクターの回路流量制御でファン
速度を徐々に上げます。油圧流量またはバタフライバルブ
で、メーター内圧を作成した値またはステップ 3 の推奨値
に調整します。

6. グラウンドドライブホイールを回してメーターを充填し
ます。速度が2つ以上のオープナの下までに達すると、メー
ターが満たされます。ファンを回したまま、トラクターを
Park にし、ブレーキをかけます。ウイングの後ろに行き、
いくつかの防雨カバーを外し、きれいなディスクを通して
メーターの種子を確認します。

7. メーター内圧を再確認します。メーターとディスクが一杯
になると、空のディスクポケットからの空気損失が減り、
メーター内圧が変化することがあります。

8. 播種を開始します。明らかな問題やオプションの種子モニ
タアラームがあればトラブルシューティングを行います。

9. 初回通過時、オプションの種子モニタに表示される平均密
度を控えます。

種子モニタも密度記録が予定と大きく異なる場合は、畝の
確認が必要です。

量の違いがかなり大きく、問題の原因や解決策がすぐに判
定できない場合、「密度のトラブルシューティング図表」
（91 ページ）を参照してください。

密度が若干少ないだけなら、問題はスキップ（周期的な空
のディスクポケット）とみられます。若干高いのであれば、
問題はダブル（周期的な 2 重種子）とみられます。どちら
の問題も、メーター内圧の調整で修正できます（ステップ
12 を参照）。

a. Magnehelic® は Dwyer Instruments, Inc. 社の登録商標です。

1

図 57
Magnehelic® ゲージ

29842

平らな地面でファンを止め、できれば無風状態で Magnehelic® ゲージ
をゼロにします。メーターフェースにあるセットスクリュ を回し
て、トラクター運転者から見てゼロになるようにします。

トラブルシューティング時のポート ID：
 過圧除去ポート（プラグ装着時）
 低圧ポート（通気口 / 大気圧）
 高圧ポート（マニホールドチャンバから）

1

2
3
4

3

2

4

ミロのような小粒粒子は、種子モニタが過小表示することが
あります。 以下の「スキップ / ダブルの別の確認方法」に従っ
て、ディスクポケットの種子の状態を確認してください。

畝の確認：

いくつかの条の種子を何個か露出させます。それぞれの相対
位置は変えないようにします。種子と種子の間を計測して平
均を出します。その値と播種量説明書にある密度に関する予
想種子間隔を比較します。

あるべきところに種子がなければ、「スキップ」のしるしとな
ります。同じ場所に種子が 2 個あれば、明らかに「ダブル」の
しるしです。
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10. 播種を再開します。

各条間でのわずかな密度のばらつきは正常です。ある条だ
け他に比べて常に多いか少ない場合、メーターか種子セン
サの問題とみられ、注意が必要です。「密度のトラブル
シューティング図表」（91 ページ）

11. 引き続きメーター内圧をモニタします。オイルが作動温度
に達すると、ファン速度が変わります。ファン回路やバタ
フライバルブを定期的に調整して、理想的なメーター内圧
を維持します。

12. スキップ：
ほかには問題がないのに、全体的な平均密度が低い（また
は畝の確認でギャップがある）場合、種子が種子チューブ
に行く前に、ディスクポケットから落下していることが原
因とみられます。メーター内圧を上げて、修正します。

13. ダブル：
ほかには問題がないのに、全体的な平均密度が高い（また
は畝の確認でダブル種子がある）場合、2 個の種子が種子
チューブに入ることが原因とみられます。メーター内圧を
下げて修正します。

メーター内圧の微調整

何回か通過して、製品の操作に慣れたなら、メーター内圧の調
整を行うことができます。通過距離の長いときにこの方法に従
えば、あまり気が散らされずにすみます（ミロに関するサイド
バーを参照）。

14. モニタに表示される現在の全体平均密度を観察します。

15. 5 ～ 10 秒間隔で少しずつ何回かに分けて、スキップが生
じるまでファン速度を落としていきます（実際の密度が目
標以下に減り始める）。スキップが始まったときの圧力を
記録します。

16. 圧力をステップ 14 の初期値に戻します。

17. 何回かに分けて、ダブルが生じるまでファン速度を上げて
いきます（実際の密度が目標以上に上がり始める）。ダブ
ルが始まったときの圧力を記録します。

18. メーター内圧をステップ 15 とステップ 17 で判定した両
限界の中間値に調整します。これが作物、ディスク、密度
に適した理想の値で、スキップとダブルに対する等分の余
裕をもたらします。この値を記録して、将来の使用に備え
ます。

メーター内圧不足や農地が特に荒れている場合、空ポケット
の発生頻度が高くなりがちです。他の原因（チェーン飛び、
メーター枯渇、不適正なメーターディスクなど）ではないこ
とを確認してから、メーター内圧を調整し、スキップを減ら
します。

過剰なメーター内圧は、ダブルの発生頻度を増やします。他
の原因（不適正なメーターディスクなど）ではないことを確
認してから、メーター内圧を調整し、ダブルを減らします。

スキップ / ダブルの別の確認方法

小粒種子で特にミロなどは、スキップやダブルとして種子
チューブセンサに検知される信頼度が低く、モニタで密度を観
察しても、圧力限界を見出せそうにはありません。この試験方
法は、すべての種子でより迅速に行うことができるものです。

A. 初期設定で数回通過した後、防雨カバーをいくつかの条か
ら外します（多様な種子ホース長 / 経路の条を使用します）

B. メーターの圧力調整を行います。1 回以上の通過で播種を
再開します。

C. 製品の動作を止めますが、エンジンは農地 rpm に、ファン
は回したままにします。

D. 種子ディスクを慎重に点検します。空の種子セル（スキッ
プ）と複数種子の入ったセル（ダブル）がないか探します。

E. 限界が分かるまでステップ B ～ステップ D を繰り返しま
す。限界を記録します。防雨カバーを元に戻します。中央
値で播種します。
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液肥の調整（オプション）
この項は要約です。詳細な説明、施肥量およびオリフィスサイ
ズ図表は、種子および肥料量説明書（ManualB #）を参照して
ください。

農薬による危険の可能性：
皮膚や目に触れないようにしてください。薬品メーカーが指定
する適正な保護装具を着用してください。化学薬品の煙霧を長
時間吸い込まないようにしてください。薬品メーカーが指定す
る保護マスクを着用してください。化学薬品によっては重度の
火傷、肺臓損傷、および死亡に至る場合があります。事故が起
きた場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。事故の場
合にすべきことを知ってください。

土壌条件は多様であるため、その土壌に詳しい専門家に相談さ
れることをお勧めします。地元の条件によっては、図表に示さ
れる代表的な肥料量を加減する必要があるかもしれません。畝
幅への施肥では、いかなる場合でも、エーカー当たり 12 ガロ
ンを超えないようにしてください。

量は駆動装置とポンプによって確実に設定されます。オリフィ
スプレートの調整も行い、背圧をかけてブームを規定の圧力範
囲に保ち、デリバリを均一にする必要があります。

理想的なマニホールド圧は 15 ～ 40 psi です。

各ノズルのチェックバルブは、流量が約 8 psi 未満になるのを
防ぎ、旋回や播種以外の動作時のブームの漏れを防止します。
圧力が低すぎると、閉じるノズルもあり、条間の流量が不均一
になります。

ブームのリリーフバルブは、過圧状態から装置を保護します。
約 65 psi 以上で、材料をダンプラインに迂回させます。

図 58
112718-01 ポンプスライド図表
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図 59
肥料トランスミッション（SN-）
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図 60
肥料トランスミッション（SN+）

32047
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液肥装置構成部品の調整は以下の 3 つです。

1. 施肥率：

肥料トランスミッションスプロケットのペア（図 59）に
より、2 つの量範囲の一方を選択します。

ポンプのアジャスタ（図 61）は、流量速度を微調整しま
す。ポンプは種子計量とグラウンドドライブを共有します
が、施肥量は、播種量や対地速度の影響を受けません。

種子および施肥量説明書の図表と詳細設定説明を参照し
てください。

参照：図 62

2. 条オリフィスの設定：

15 ～ 40 psi の範囲で圧が一定になるように、オリフィス
プレート のサイズを選択します。サイズと取り付けにつ
いては、種子および施肥量説明書を参照してください。

使用しない条は、ノズルをキャップ に代えて塞ぐことが
できます。アクティブラインのプレートは、常にオンオフ
できなければなりません。詳細は、種子および施肥量説明
書を参照してください。

材料損失または誤用リスク：
オリフィスサイズは、選択した量に合っていなければなりませ
ん。ドロップラインオリフィスプレートは、量に影響を与えま
せん。オリフィスサイズが小さすぎると、装置内の過圧状態に
より、リリーフバルブから材料が失われます。オリフィスサイ
ズが大きすぎると、すべての条で施肥が不均一になります。

条を塞ぐときは、オリフィスサイズを調べてください。

図 61
LM-1255 ポンプアジャスタ
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図 62
肥料ドロップラインノズル
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農薬による危険の可能性：
オリフィスプレートの交換には保護装具を着用してください。1

2

2018-07-20 目次　　索引 401-651M



YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 調整 63
参照：図 63

3. リリーフバルブ の設定：
このバルブの設定の詳細は、種子および施肥量説明書を参
照してください。

バルブを所定の肥料密度に設定すれば、後は季節ごとの確認だ
けで十分です。

操作中はゲージ とダンプライン をモニタしてください。以
下の条件に留意します。

• 表示が 15 psi 未満であれば、より小さいオリフィスサイ
ズが必要です。

• 表示が理想の 15 ～ 40 psi 範囲にあるものの、材料がダン
プライン にある場合、バルブ の操作圧を上げる必要が
あります。

• 表示が 65 psi 付近にあり、材料がダンプライン にある
場合、オリフィスサイズを大きくする必要があるか、オリ
フィスが詰まっています。

• 表示が 65 psi を超える場合、バルブ の操作圧を減らす
必要があります。

図 63
肥料リリーフバルブ
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乾燥肥料の調整（オプション）
参照：図 64

施肥量リスク：
農地を確認して、必要量の肥料を使用するようにしてください。
施肥量は、図表中のウェイトによって変わることがあります。

以下の指示に従って、肥料アタッチメントが 70 cm の条間隔で
散布する正確なキログラム数を確認してください。

1. 肥料密度を調整します（播種量説明書 401-651B を参照）。

2. 施肥量図表を調べます（播種量説明書 401-651B を参照）。

3. 図表で必要とされている駆動 および従動 スプロケッ
トを取り付けます。

4. 肥料ホッパの片方からホースを外して、開口部の下に容器
を取り付けます。

5. 肥料アタッチメントをはめ込み、前方に14.29 m（49フィー
ト）進みます。 

6. 容器内の肥料重量を量り、100 倍します。 その値が、70 cm
条で播種したときのヘクタール当たり施肥量（kg）になり
ます。

参照：図 65

材料および時間損失リスク：
施肥を行う前に、オーガが適正に回転しており、必要な量設定
位置にあることを確認します。

低施肥量の場合、オーガを のように設定します。

高肥料率の場合、オーガを のように設定します。

図 64
肥料トランスミッション
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図 65
肥料オーガの調整

（シングルローのみ）
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乾燥肥料アプリケータの調整

アプリケータには相互に関連する以下の2つの調整があります。

1. リリース高

2. リリース角

 アプリケータ調整よりも先にコルター調整を行ってくだ
さい。

アプリケータのリリース高

リリース高の主な調整は、アプリケータアームの後端にある 6
つ穴 のうちの下側 4 つで行います。下側 4 つの穴のどれかに
アプリケータのボルトを取り付けて、位置を変更します。ナッ
トを締め付ける前に、トーションスプリングレグ も穴には
まっていることを確認します。

機械損傷リスク：
アプリケータ取り付けボルトを上側の 2つの穴には取り付けな
いでください。その位置ではトーションスプリングレグがしっ
かり固定されません。アプリケータの角度は変わることがあり
ます。そのときにコルターディスクにアプリケータが当たる可
能性があります。

リリース高の副次的な調整は、クランプボルト を緩めて、ア
プリケータアームをスライドさせ、コルターアームを上下させ
る方法です。

機械損傷リスク：
アプリケータトーションスプリングレグとコルターディスク
との間は、 低 3 mm 隙間を空けるようにしてください。隙間
が狭すぎると、農地の障害物に当たったときに、スプリングが
前方に跳ねてコルターディスクに当たります。

アプリケータのリリース角

クランプボルト を緩め、アプリケータアームをコンターアー
ムのところで回します。

 アプリケータの角度を変えると、アプリケータのリリース
高も変わります。

図 66
乾燥肥料アプリケータ
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条作業機の調整
製品の性能を 大限に活用するには、条クリーナ、コルター、
肥料、オープナ、メーター、種子ファーマー、およびプレスホ
イール操作を十分理解している必要があります。

フレーム搭載条アクセサリ

Terra-Tine™ の調整

参照：図 67

 すべての調整は、ユニットを完全に上げた状態で行う必要
があります。

過剰摩耗リスク：
Terra-Tine™ 条クリーナタインがコルターブレードその他のア
タッチメントに当たっていないか確認してください。 低 1/2
インチ（13 mm）の隙間があることが推奨されます。タインが
当たると、関係する部品すべてに余計な摩耗が生じます。

1. ブレードが土壌から出ている場合は、ロックカラー高を調
整し、タインの指がコルターブレードの底と同一平面にな
るように設定してください。

2. 横方向の調整は、縦シャフト周囲のシャンクマウントを回
し、四角いセットスクリュを締め付けて行います。

参照：図 68

3. 前後調整は、エクステンションアーム を Terra-Tine™ 条
クリーナの片側のコルターハブに追加または除去して行
いますが、どちらの側にするかは、必要な位置や他のア
タッチメントとの隙間に応じて変わります。試験結果で
は、後ろ側にした方が性能が向上しますが、利用可能な空
間によって取付け位置が決まります。

図 67
Terra-Tine™（ハブの前側）
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左 右

図 68
Terra-Tine™（ハブの後ろ側）
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フレーム搭載コルター

参照：図 69

シャフト で、コルター深度を調整します。オフ条の場合、走
行深度 を地表面から 4 ～ 41/2 インチ（10.2 ～ 11.4 cm）下に
します。オン条の場合、不耕起コルターは播種深度 でのみ機
能します。調整に関する詳細は、Vantage I 説明書（204-376M）
を参照してください。

スプリング の張りは調整しないでください。工場でプリセッ
トされています。

Vantage I アプリケータ

参照：図 70

バックプレート で、走行深度 のタイン高を地表面 から1 イ
ンチ（2.5 cm）下に調整します。調整に関する詳細は、Vantage I
説明書（204-376M）を参照してください。

図 69
フレーム搭載コルター

25392

1
4

3
2

1

2

3

4

図 70
Vantage I アプリケータ
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Vantage II 肥料コルター

これらのコルターは、乾燥肥料（大型デリバリチューブ付き）
または液体肥料（小型チューブ付き）用です。ツールバー上の
位置は、インロー施肥またはゾーン施肥用に調整可能です。

乾燥コルターは、標準の肥料ホッパ装置と互換性があります。
液体装置にはユーザがタンク、ポンプ、およびマニホールド装
置を用意する必要があります。

参照：図 71

シャンク で、必要な肥料深度に合わせてコルター深度を調整
します。

スプリング の張りは調整しないでください。工場でプリセッ
トされています。

デリバリチューブの出口ポートとディスクブレード間の推奨
間隙 は 1.6 ～ 3.2 mm（1/16-1/8 インチ）です。

図 71
Vantage II コルター（乾燥）
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25AP シリーズ条ユニット調整
参照：図 72
（YP4- 6- 825A での使用に対応したオプションアクセサリ付き
条ユニットが示されています。）

前から後ろへ Great Plains 25 シリーズ Air-Pro® 条ユニットに
は、以下の能力があります（オプションを含む）。

1. ロックアップピン保管孔（標準孔）
「条ユニットのシャットオフ」（82 ページ）を参照。

2. 下向き圧力スプリング（標準）
条ユニットは平行アームに取り付けられます。この平行動
作マウントにより、条ユニットは水平を保ちながら上下に
移動できます。スプリングは、カムにより設定する調整可
能な応力を条のウェイトに付加します。「条 ユニット下げ
圧」（70 ページ）を参照。

3. メーター内圧空気インレット（標準）
圧力調整済みの空気がこのメーターから入り、種子をディ
スクポケットに保持します。「ファンと調整」（59 ページ）
を参照。

4. 種子デリバリホースインレット（標準）
ホッパスライドゲート（図にはない）が開くと、重力で種子
がメーターのシャッタ に落ちます。ホースは点検のため容
易に外れるようになっています。調整機能はありません。

5. Air-Pro® 種子メーター（標準、ディスクの選択）
「Air-Pro® メーターディスクの取り付け」（81 ページ）を
参照。

6. 種子インレットシャッタ（標準）
ディスクのバルク種子のレベルを制御します。4 つの設定
値に加えて、全開（清掃）と全閉（シャットオフまたは保
管）があります。「種子インレットシャッタの調整」（79
ページ）を参照。

7. サイドゲージホイール深度（標準）
T ハンドルは、オープナディスクに対するサイドゲージホ
イールの高さを制御して、播種深度を設定します。「サイ
ドゲージホイールの調整」（77 ページ）を参照。

8. プレスホイール応力、角度、スタガ（標準）
プレスホイールは畝を閉じて、種子の上の土壌を軽く押
し、種子が表面に出ていても、土壌との接触を確保できる
ようにします。「プレスホイールの調整」（86 ページ）を
参照。

9. 条ユニットロックアップ孔（標準孔）
ピンが標準で装備されているモデルもあります。条ユニッ
トを上げて、ロックアップピンをここに差し込みます。「条
ユニットのシャットオフ」（82 ページ）を参照。

10. 条クリーナ（オプション）
条クリーナは、アームの調整機能で設定した深さで、瓦礫
を条から除去します。「ユニット搭載クリーナの調整」（73
ページ）を参照。

11. ユニット搭載コルター（オプション）
コルターは、残っている瓦礫を切断し、種子の畝を開墾し
ます。作業深度は、条の取り付け穴を選択して設定します。
「UMC コルター調整」（74 ページ）を参照。

12. オープナディスク（標準）
条ユニットダブルディスクオープナは種子床畝幅を作り
ます。角度の間隔の調整機能があります。「条ユニット オー
プナディスクの調整」（76 ページ）を参照。

13. 種子チューブセンサ（標準）
調整の必要はありません。

14. スクレーパ（オプション、図にはない）
スクレーパの内部は調整の必要がありません。ゲージホ
イールスクレーパについては、「ゲージホイールスクレー
パの調整」（78 ページを参照）。

15. 種子ファーマー（種子フラップは標準、図にはない）
オプションの種子ファーマー（図の Keeton®）は、種子の
跳ね返りを抑え、土壌との接触を改善します。肥料も散布
します。「種子ファーマーの調整」（85 ページ）を参照。

16. プレスホイールタイプ（選択）
多様なシングル / デュアルプレスホイールアセンブリが用
意されており、地域の固有のものもあります。Great Plains
ディーラーにご相談ください。

機器損傷リスク：
条ユニットを地面に入れたままでバックしないでください。
条ユニットが詰まり、損傷する原因となります。

図 72
25AP シリーズ条ユニット調整（シングルスプリング）
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条 ユニット下げ圧

参照：図 73

理想的な下げ圧では、サイドゲージホイールが緩い表層土を押
し付けますが、溝が下層土になるほどではありません。

下げ圧を評価するには、代表的な地面で製品を短距離走行させ
（種子あり / なしで）、停止します。製品を下げたままにします
（条ユニットは地中）。

いくつかの条ユニットで、オープナディスクでできた畝を点検
します（プレスホイールで畝が閉じる前に）。

 轍の前後の条を両方とも点検してください。

参照：図 74

1. サイドゲージホイールの轍ができない、または浅いとき
は、下げ圧を増やします。

2. ホイールが瓦礫と緩い土壌を押し付けて、下層土の上部に
はっきり轍ができる場合、下げ圧は正しいとみられ、調整
は不要です。

3. ホイールで溝が下層土になる場合、下げ圧が過大で、減ら
す必要があります。

下げ圧調整

参照：図 75

条ユニットスプリング により条ユニットディスクに必要な
下げ圧がかかり、種溝が開きます。条ユニットの重さだけで、
応力全体の約 130 ポンド（59 kg）になります。

障害物があると、スプリングの作用で条ユニットが上下しま
す。オプションの条搭載コルターを使用すると、スプリングは
コルターにも下げ圧を与え、条クリーナ（オプション）、種子
ファーマー（オプション）、およびプレスホイールにも主要な
下げ圧を与えます。

図 73
畝幅の確認
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図 74
下げ圧評価
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図 75
25AP シリーズ条ユニットスプリング
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参照：図 77 

アジャスタカム は、 各条ユニットに個別に下げ圧を設定しま
す。これは硬質土壌の貫通時や、タイヤの轍への播種時に便利
です。 良の結果を得るため、必ずトラクターのタイヤを調整
し、30 インチ条の前にならないようにしてください。

デュアルスプリングモデル条ユニットに該当：

（YP425 s/n B1008N-）（YP625 s/n B1043Q-）
（YP825 s/n B1014S-）

シングルスプリングモデル条ユニットに該当：

（YP425 s/n B1009N+）（YP625 s/n B1044Q+）
（YP825 s/n 1015S+）

図 76
25AP シリーズ条ユニット

スプリング調整
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十分な下げ圧で種子溝を切り、種子の上に適切な土壌ファーミ
ングを維持します。種子満載時、各条にかかる応力は、播種開
始時で 大 120 ポンド大きくなります。

過剰な条ユニットスプリングの応力は、条ユニット構成部品の
早期摩耗を招き、種子深度が不均一になります。すべての条を
カム 6 に設定すると、より軽い製品設定だと、地面との接触が
失われる可能性があります。

参照：図 76 （カム設定 2 に示される）、図 77 および 図 78

下げ圧を調整するには、11/8 インチ（29 mm）のオープンレン
チまたは）工具 を使用します（製品の左端に格納）。

1. 製品を上げます。この調整は製品を下げたままで行えます
が、スプリングが伸びるので、余計な力が必要です。余計
な力が加わると、工具も傷めます。

2. リフトシリンダロックを取り付けます。

3. トラクターを Park にして、エンジンを切ります。

4. 縦付近またはやや前方にある固定ナット にレンチを配
置します。

5. 上側スプリングリンク を後ろへ引く。

6. 調整カム をスプリング調整バー の新しい設定値に合
わせる。

 どの条も 4 つ目のノッチよりも上に設定しないでくださ
い。すべての条を高い設定値にすると、播種が不均一にな
ります。タイヤで走行する場合、個々の条をほかよりも高
くするのはかまいません。

図 77
条ユニット 小カム（1 で）
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図 78
条ユニット 小カム（6 で）
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ユニット搭載クリーナの調整

参照：図 79 および図 80

オプションの Martin 条クリーナはユニット搭載式で、以下を使
用します。
UMRC：ユニット搭載条クリーナ（スタンドアローン）、または
UMC-RC：ユニット搭載コルターRC（コルターブラケット上、
コルターディスクあり / なし）

調整機能は以下の 2 つです。

1. ホイール位置（取り付け孔の前 / 後クリーニング程度の
高 / 低）

2. ホイール高、停止により調整。クリーナアームフロート。
停止は 低位置のみ設定

UMRC マウントでは、マウントにピン留めされたクロスチュー
ブ で深さを調整します。UMC-RC（コルター）マウントでは
スライド式のダウンストップブロック で条クリーナと地面
の間隙を調整します。

条クリーナは使用条件、作物の変更、コルター / オープナの摩
耗に応じて調整が必要です。理想は、クリーナが瓦礫だけに当
たって、土壌には触れないことです。「掘り下げ」が可能な設
定にすると、条クリーナの播種範囲が減ります。

初期推奨深度は、タインの端が地面レベルになるようにするこ
とです。

調整は製品を上げて行ってください。リフトアシストシリンダ
ロックを取り付けます。各播種セッションの開始前に、ボルト

の締まり具合を確認し、ダウンストップのずり落ちを防止し
ます。

条クリーナの調整は以下の手順に従ってください：

1. 調整の必要な高さを決めます。 低位置のタインから地面
までを計測します。必要な新しい計測値を決めます。

2. アーム重量の大部分またはすべてを支え、負傷を予防し、
調整を容易にします。UMC-RC のボルト を緩めます。
UMRC のベントピン を抜きます。

3. アームを必要な高さで支えます。

4. UMRC：調整チューブ をスライドさせて、クロスチュー
ブ が目標の高さでアームに当たるようにします。ベント
ピン を調整位置に も近い穴のペアに差し込みます。

5. UMC-RC：ダウンストップ （アーム 上）を以下のよう
にスライドさせます。
-クリーニングを浅くするにはピボット方向に後退させる。
-クリーニングを深くするにはタイン方向に前進させる。
ボルト を締め付けます。各穴のペアを 1 つ変えること
で、タイン高が約 3/4 インチ（19 mm）変わります。

6. 新しい計測高を確認します。

条クリーナ説明書 204-085M-Aを参照して、条クリーナの使用、
調整、整備情報を得てください。

先のとがった物による危害：
この部位で作業するときは手袋を着用してください。条クリー
ナタイン、鋳造端、コルターブレードは鋭利です。

図 79
UMRC：クリーナ調整
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図 80
UMC-RC：条クリーナ調整
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UMC コルター調整

 コルターは工場出荷時には取り付けられていません。初めて
使用する前に、アラインメントと深度を確認してください。

UMC コルター深度調整

コルターの理想的な作動深度は、オープナ深度よりも 1/4 イン
チ（6 mm）上です。当初はこの深度に設定されていますが、コ
ルター（およびオープナ）ブレードは時間とともに摩耗するの
で、調整が必要になります。

コルター深度の調整は、コルターブラケットに千鳥格子状に配
列された6つの穴のどれかにコルターブレードを取り付けるこ
とで行います。

参照：図 81 および図 82

コルターの作業を行う前に、製品を上げて、シリンダロックを
取り付けてください。条ユニットは完全に下げるかロックアッ
プします。調整中に現在位置または新しい位置で地面に当たる
場合、ブレードの移動を試みないでください。条ユニットの前
端付近に注意してください。条クリーナタインとコルターブ
レードは鋭利です。

コルター深度の調整は、以下の手順で行います。

1. 現在のオープナ深度とコルター深度を求めます。

2. 現在どのブラケット孔を使用しているか控えます。

3. どの孔にすればコルターが 1/4 インチだけ高くなるか判定
します。以下の表を参照してください。

4. 5/8-11×4 インチボルト、ロックワッシャ、ナットを外しま
す（図 81 の ）。

5. ブレードを新しい位置に移動します。ボルトを入れて、
ロックワッシャとナットを締め付けます。

6. 取り付けられている場合、条の間隙を再調整します。

コルターが摩耗していて、作業深度にうまく収まらない場合、
コルターを交換してください。

穴ナンバー
（新しい）オープナブレードに対する
（新しい）コルターブレードの深度

1 インチ（25 mm）上

5/8 インチ（16 mm）上

1/4 インチ（6 mm）上

0

3/8 インチ（9.5 mm）下

3/4 インチ（19 mm）下

図 81
25 シリーズユニット搭載コルター
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図 82
コルターブレード取り付け孔
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コルター条調整

参照：図 83

ユニット搭載コルターでは、ブレードがオープナディスクの直
前で畝を開墾できるのが理想的な調整です。

大まかな調整確認として、コルターブレードの中心線 に沿っ
て、オープナブレード 相互間のギャップとプレスホイール

相互間の中心線を見ます。これらが明らかに狂っているな
ら、コルターとプレスホイールの一方または双方を調整する必
要があります。

適正な調整を厳しく試験することが農地結果につながります。
製品を何か所かの試験場で運転し（種子は不要）、オープナブ
レードがコルターによってできた溝にあり、プレスホイールが
畝幅の中心にあるか検証してください。プレスホイール調整
は、「プレスホイールの調整」（86 ページ）を参照。

参照：図 84

コルターのアラインメント調整を行うには、ブラケットを条ユ
ニットに固定している 4 本のボルト を外します。条ユニット
の穴には、左右に溝があり、コルターブラケットの横方向と回
転方向の調整が可能です。

調整中はコルターブレードを縦にします。

ブレードのアラインメントが合わない場合、ブレードスピンド
ル自体の穴の位置がブラケットの各側で同じになっているか
確認してください。

図 83
25 シリーズコルターの調整
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図 84
25 シリーズコルターの取り付け
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条ユニット オープナディスクの調整

25 シリーズオープナには、以下の 3 つの調整機能があります。

1. 播種深度

2. オープナディスク同士の間隙

3. ゲージホイールとオープナの間隙（77 ページ）

 播種深度設定

参照：図 85

「T」ハンドル は、オープナディスクに対するサイド深度ゲー
ジホイールの高さを制限することで、播種深度を設定します。
種子チューブ自体の位置は、ディスクに対して固定されてお
り、調整は行いません。

種子深度を調整するには、「T」ハンドル を上下前後に動かし
て、スケールの別の穴ペアに入れて設定します。

• 播種深度を浅くするには、「T」ハンドル を前に動かし
ます。

• 播種深度を深くするには、「T」ハンドル を後ろに動かし
ます。

オープナディスクの接触領域

参照：図 86 および図 87

オープナディスクの角度とスタガは調整不能ですが、ディスク
とディスク間の間隔は調整可能で、ディスクは通常摩耗するの
で、注意を払う必要があります。ブレード交換の際はスペーサ
をリセットする必要があります。

理想的な間隔であれば、ブレードが約 1 インチ 接触します。
ブレードとブレードの間に紙を 2 枚入れたときに、互いにゼロ
（接触）から 1.5 インチ（3.8 cm）までスライドできるべきで
す。ゼロだと、ブレード間のギャップは、2 枚の紙の厚さより
さほど大きくありません。

接触部分が著しく大きいまたは隙間が広すぎる場合、1 つ以上
のスペーサワッシャを移動させて調節してください。

ディスクコンタクトの調整

1. 製品を上げて、リフトシリンダロックを取り付けます。

2. 調整の必要な条ユニットのサイドゲージホイール を外
します。

3. オープナディスク を片方に固定しているボルト を取
り外します。 慎重にディスクを取り外します。ハブコン
ポーネントとスペーサワッシャ 、 をなくさないように
してください。

4. ディスク間の間隔を減らすには（通常の場合）、スペーサ
ワッシャ を 1 つ、ディスクの内側 から外側 に移動さ
せてください。 

5. 再組立てし、ディスクコンタクトを確認します。

図 85
オープナの調整
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図 86
オープナディスクの接触領域
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図 87
オープナディスクスペーサ
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サイドゲージホイールの調整

参照：図 88 および図 89

ディスクとホイールの角度と間隙は、ホイールを播種深度に上
げたときに（「T」ハンドルで設定してストップに当たるまで）、
ホイールがディスクに当たる程度が理想的です。目標は、ディ
スクとホイールがともに自由に回転し、土壌と瓦礫がその間に
入らないようにすることです。

これら 2 つの調整は、相互に関連しています。一方を変更した
ら、他方も確認する必要があります。

深度変更や農地条件の違いに応じて、ディスク角度を変更する
だけでなく、ディスクもホイールも通常の使用で摩耗するた
め、これら 2 つの設定に留意する必要があります。またオープ
ナコンポーネントを交換した場合にも、この調整が必要です。

2 インチ（5.1 cm）の播種深度の場合、サイドゲージホイール
の角度を調整して、ホイールの底の部位でホイールが条ユニッ
トディスクに触れるようにします。ホイールが留まっている
か、土壌中の条ユニットを確認します。

同時に、サイドゲージホイールをオープナディスクの近くにし
て、オープナが土や瓦礫で詰まらないようにします。

 ホイールは十分離れていて、ディスクとホイールが自由に
回転できなければなりません。

参照：図 91（78 ページ）

サイドゲージホイールの調整は以下の手順に従います。

1. 製品を上げて、リフトシリンダロックを取り付けます。

2. 六角ボルト を緩めます。O- リングブッシングのホイール
とアームを外します。

3. ピボットボルト を緩めます。六角アジャスタ を回し
て、インジケータノッチ を 5 時～ 7 時の間にします。

 これを調整の開始点とします。

4. ホイールアームを内側に動かして、サイドゲージホイール
が条ユニットディスクに触れるようにします。六角ボルト

を締め付けて、アームをブッシングとシャンクの周りに
クランプします。

参照：図 90

5. 2 インチ（5.2 cm）の播種深度でホイールとディスクの接
触を確認します。ホイールを 2 インチ持ち上げて、接触と
リリースの具合を確認します。解放すると、ホイールが自
由に回転できなければなりません。

• 底の部位でホイールがディスクに接触しておらず、ブレー
ドが土に当たっている場合、六角アジャスタを動かして、
ホイールがディスクと適正に触れるように角度を調整し
ます。

図 88
ディスク / ゲージホイールアラインメント

サイドゲージ
ホイール

サイドゲージ
ホイール

間違い 正しい

オープナ
ディスク

図 89
オープナゲージホイールの接触
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この範囲内で接触する

図 90
ホイール / ディスクコンタクトの確認
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• ホイールが自由に回らない場合、六角ボルト を緩めて、
ホイールとアームが自由に回るようになるまでホイール
アームをスライドさせます。六角ボルト を以下のグレー
ドに従って締め付けます。
25 シリーズの 1/2 インチグレード 5 ボルト

75 フィートポンド（102 N•m）
25 シリーズの 1/2 インチグレード 8 ボルト

110 フィートポンド（149 N•m）
「トルク値図表」（140 ページ）を参考として使用してくだ

さい。

6. ホイールが正しく調整できるまで、六角アジャスタを回し
てホイールアームを動かしてください。調整が完了したら
ピボットボルト を 110 フィートポンド（149 N•m）で締
め付けます。

 ゲージホイールスクレーパの調整

参照：図 92

スクレーパはオプションですが、湿って粘着性があり、ゲージ
ホイールに溜まりやすく、予定の播種深度が減りがちな土壌に
便利です。

スクレーパの調整は以下の手順で行います。

1. ナット を緩めます。

2. スクレーパ がタイヤにに触れるまで、ゲージホイール
の方へスライドさせます。

3. スクレーパ をホイール から離して、1/8 インチ（3 mm）
の隙間 を開けます。

4. スクレーパをボルトを中心に左右に回して、農地で揺られ
てもタイヤに触れないことを確認します。タイヤに当たる
場合は、スクレーパをホイールから遠ざけます。

5. スクレーパの角度をボルト で調整し、隙間 が均一にな
るようにします。

6. ナット を締め付けます。

開始点
図 91

ディスク / ゲージホイール調整
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図 92
ゲージホイールスクレーパ
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種子メーターの設定と調整

種子インレットには調整機能とディスクの選択があります。
メーターには特にブラシ調整など、その他の調整機能はありま
せん。

メーターの防雨カバー

ファン防雨カバーは、横風でディスクポケットの種子が飛ばさ
れるのを防ぎます。また降水、日光、農地の破片からメーター
を保護します。

参照：図 93

防雨カバーを外すには、上部 と後部 のフレキシブルスナッ
プラッチをメーターハウジングから外します。カバーを前方へ
回して、スロットのタブ へ下げます。

カバーを外すときは、傷みや部品の欠落がないか点検します。
ラッチが両方とも欠落し、ラッチの下のエッジシールが残っ
ているなら、輸送や農地運転時にカバーがなくなったとみら
れます。

ラッチを交換するには、ラッチ付近のシールを一時的に外しま
す。新品のラッチをメーター側からカバーラグの上にスライド
させ、別の端をラグ上にはめます。シールを元に戻します。

種子インレットシャッタの調整

参照：図 94（設定 3 のシャッタを示す）

種子インレットシャッタは、種子ディスクにあるバルク種子の
量を調節します。設定は作物、種子サイズ、処理によって変わ
ります。またシャッタには、条シャットオフ（完全閉）と清掃
（全開）の設定もあります。

播種量図表にはシャッタの初期推奨値があります。経験を基
に、また種子ディスク底の種子プールのスロープを点検して、
設定をより正確なものにしてください。

シャッタはハンドルで操作します。ハンドルを持ち上げて、
メータープレートから引き離します。新しい設定よりも半分だ
け高いところまでハンドルを動かしてから、新しい設定に戻
し、ツメをスロットに下ろします。

右の表は、シャッタ設定の全般的な要約です。

図 93
防雨カバーの取り外し

29606

1

2 3

1 2

3

図 94
種子インレットシャッタ
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0
|

II

III

||||
5

設定 一般的な下記用途の設定

上部（0） 閉：条シャットオフ、メーター再充填

|（1） 小粒粒子（ミロなど）
コーティングなし / わずかにあり

||（2） 小粒コーティング済み種子および
食用豆（大豆など）

|||（3） コーン、丸粒ポップコーン

||||（4） 大粒コーンまたは重コーティングコーン

下部（5） 全開：清掃
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適種子プールスロープ

適種子スロープとは、スキップやダブルが少なく、 も均一
な播種結果が得られる傾斜のことです。右の写真はプールのス
ロープで、代表的な種子に 適と考えられるものです。

シャッタの初期推奨設定が種子に適していないと思われる場
合、シャッタを調整して、独自のスロープ目標を達成してくだ
さい。

参照：図 95

流れやすい中規模の種子や小粒種子の場合、ハウジング壁の 8
時を過ぎた位置から流れ落ちて、リアストリップブラシ の底
に、1 粒か 2 粒の層を形成します。

参照：図 96 および図 97

流れにくい中規模の種子や大粒種子、または重コーティング小
粒種子の場合、ハウジング壁の 8:30 からやや上の位置から流
れ落ちて、リアストリップブラシ の底に、3 粒～ 6 粒の層を
形成します。

一般的にストリップブラシの底に溜まる種子層の厚さは、空気
がそこから漏れることなく、またセルを埋めるに足る種子があ
ることが必要です。

プールの左上と後端は 9 時（メーターの水平な中心線）よりも
下の位置に保ってください。

メーター再充填

種子プールをセットして播種中は、インレットで、またはイン
レットの上で、ブリッジが種子の計量で欠乏状態になることは
めったにありません。

メーターが空だと、種子モニタに「Row Failure」アラームが表
示され、条番号を通知します。条番号は左のウイングから数え
ます（外側条が条 1）。

停止して、トラクターを Park にします。ファンを回したまま
にします。障害のある条を突き止め、防雨カバーを外し、メー
ターが空になっているか検証します。シャッタ設定を控えま
す。一時的にシャッタを 1 ～ 2 ノッチ分広げます。問題の原因
がインレットのブリッジであれば、種子が直ちにメーターに流
れるはずです。

インレットブリッジの問題でなければ、シャッタを広げても
メーターに流れる種子はないか、あってもわずかです。その場
合、問題は種子フローのもっと上流にあり、おそらく種子ホー
スがメーターインレットにつながる部位でブリッジが生じて
いると思われます（スライドゲートも確認）。約 15 秒間シャッ
タを完全に閉じます。これでメーター内圧空気が種子デリバリ
を妨げなくなります。種子インレットを軽くたたきます。
シャッタを開けて、種子がメーターに入ったか確認します。

目に見える異物がブリッジの原因ではない場合、その種子の
シャッタ設定が狭すぎた可能性があります。その条と他の条の
シャッタが正しい初期設定になっていたか検証してください。
正しければ、シャッタ設定をもう 1 段階広くしてください。

図 95
ミロ 種子インレットシャッタ ：1
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8:00

1

図 96
大豆：種子インレットシャッタ ：2
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1

8:301

異物リスク：
ブリッジ、つまり上流でのデリバリ閉塞を清掃後、メーターの
種子プールを確認して、大元の原因だった可能性がある破片が
ないか調べてください。播種を行う前に、そのような破片を除
去してください。異物が種子ポケットに残り、スキップの原因
になるリスクを冒さないでください。

図 97
コーン：種子インレットシャッタ ：3
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Air-Pro® メーターディスクの取り付け

1. 播種量図表データと使用するディスクに刻印された部品
番号 / 記述を比較します。

密度リスク：
すべてのアクティブ条で同じディスクを使用してください。

2. 取り付けるディスクを点検します。傷んだディスクや過度
に摩耗したディスクを取り付けないでください。どちらも
播種が不規則になります。欠けや亀裂があると、ブラシの
減りが早くなります。

3. メーターの防雨カバーを外します（79 ページ）。

参照：図 98（空のメーターが示される）。

4. メーターを点検します（詳細は 104 ページ）。

5. クランプ がシート に合っていることを確認します。

参照：図 99

6. 種子ポケットの側をメーターハウジングに向けて、新しい
種子ディスクをディスクシートに配置します。

7. ディスククランプ を時計回りに 45° 回して、ディスクを
クランプします。シートをディスクハブのへこみ にクラ
ンプします。

 新しいメーターまたは新品ブラシを取り付けたメーター
で、ディスクをブラシにこすりつけて、ディスククランプ
が回転できるようにします。この状態は、初回転時にブラ
シの繊維がなじむにつれて改善されます。

 ディスクを初めてクランプしたときに、あまり使用してい
ないブラシだと、ディスクハブがインレット（リア）側で
のみ、ディスクシート面で平たくなるのが普通です。ディ
スクは、初回転時に完全に着座します。この状態は、ブラ
シ繊維を使用するにつれて改善されます。

ブラシの着座不良リスク：
ディスク取り付け後、ディスクを前方に回してください。ディ
スクの取り付け後 1 ～ 2 時間後に播種を行わないのであれば、
駆動装置を数回転させて、メーターブラシが正しい方向へ傾く
ようにします。正しい傾きになると、メーター性能が向上し、
空気の消費が減ります。この手順は特に新しいブラシで重要
です。

ブラシの着座は、種子があってもなくても可能です。製品を上
げた状態にして、グラウンドドライブホイールを回すか、7/8 イ
ンチのオープンレンチでメーター駆動シャフトを回します。

8. 種子インレットシャッタ を播種量図表の推奨値または
独自に作成した値に設定します。

9. 種子モニタコンソールで新しい Material、種子ディスクの
Cell Count、および目標密度を選択します。

10. 防雨カバーを元に戻します（79 ページ）。

図 98
メーターからディスクを取り外す
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図 99
クランプとシートを付けたディスク
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図 100
ディスクのクランプ

29614

4

2018-07-20 目次　　索引 401-651M



YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 調整 82
種子ディスクの取り外し

参照：図 101

1. 防雨カバーを外します。種子があれば、シャッタ を閉じ
て、それ以上種子がメーターから入らないようにします。
ファンネルを取り付ける（101 ページ）か、条の下にター
プを敷いて種子を集めます。

2. 種子ディスクをメーターに保持します。ディスククランプ
を反時計回りに 45回してディスクを解放します。

3. ディスクの上部をメーターの方へ傾け、ゆっくりディスク
を取り外し、種子がファンネルに集まるか、タープに流れ
るようにします。シャッタを開けて、残りの種子をウイン
グチューブに送ります。

4. すべてのブラシから種子を清掃します。ディスクシート
（図 98 の 、（ 81 ページ））を清掃して、新しいディスク
がしっかり着座できるようにします。ブラシに過度の摩耗
や損傷がないか点検します。「メーターブラシの整備」（104
ページ）を参照。

5. 取り外したディスクに過度の摩耗や損傷がないか点検し
ます。交換の必要なディスクを取り分けます。それ以外の
取り外したディスクを清掃して保管します。「種子ディス
クの整備」（106 ページ）を参照。

6. 防雨カバーを元に戻します（79 ページ）。

条ユニットのシャットオフ

30 インチツインローから 30 インチシングルローに変更して 1
条おきに播種するような条のスキップ作業を行うには、使用し
ない条をシャットダウンする必要があります。

ある条で種子をシャットオフするには、以下の 4 ～ 7 手順が関
係します。

1. シャットオフする条を決める（83 ページ）。

2. 種子インレットシャッタを完全に閉じる（83 ページ）。

3. 種子ディスクをブランクディスクと交換する（83 ページ）。

4. 条ユニットをロックアップして摩耗を減らす（オプショ
ン、83 ページ）。

5. マーカの展張を再設定する（オプション、167 ページ）。

6. モニタアクティブ条パターンと条間隔を再設定し、煩わし
いアラームを回避する（モニタ説明書を参照）。

7. 肥料ドロップライン（オプション、詳細は種子および肥料
量説明書 ManualB #）をシャットオフする。

 シャットオフ中、25AP 条ユニットではメータードライブ
が不使用になりません。

図 101
ディスクの取り外し
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図 102
種子インレットシャッタ閉
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1. シャットオフする条を決める

ツインロー製品では、オープナがショートおよびロングオープ
ナマウントに取り付けられています。ツインロー製品の不使用
条をロックアップする場合、リア（ロングマウント）条をシャッ
トオフします。

中程度の長さのマウントが付いたシングルロー製品では、どの
条もロックアップされます。

条をロックアップしない場合、どの条もシャットオフされます。

2. 種子シャッタの閉鎖

参照：図 102（82 ページ）

ハンドル を持ち上げて、プレートから引き離します。ハンド
ルを 上部へ移動して、ノッチにリリースします。

シャッタ を閉じると、メーター内圧空気がバルク種子の空気
系統に漏れるのを防止でき、近接条が圧力が下がり、スキップ
リスクが生じます。

またシャッタは、メーターがからになると、条からの種子の流
れを止めます。種子がメーター上部の空気除去ベントに戻る
と、条へのバルク種子の流れがゼロになります。

3. ブランクディスク取り付け

参照：図 103

メーターを清掃します。「メーター清掃」（101 ページ）を参照。
種子ディスクを外して、ブランクディスクを取り付けます。
「Air-Pro® メーターディスクの取り付け」（81 ページ）を参照。

ブランクディスク（部品番号 817-841C）は、一定のメーター
背圧をメーター内圧に維持し、種子ディスクとブラシの摩耗を
抑えるために不可欠です。

ブランクディスクは、どのポケットにも種子が入った種子ディ
スクをシミュレートします。ブランクディスクは、特に圧力
チャンバへのセンサラインのある条で重要です。

4. 条のロックアップ

代替ツインローユニット（リアユニット）には、アップ位置で
ピン留めして、シングルロー間隔に対応することができます。

参照：図 104

ロックアップピン は、条ユニットマウントの保管孔 にあり
ます。ユニットをロックアップするには、ユニットを上げて、
ピンをロックアップ孔 条ユニット（条ユニットシャンク）に
移動します。

 ロックアップピンは、ツインロー構成で 1 条おきに用意さ
れています。ピンをなくした場合、交換品の部品番号は
805-033C です。

不規則播種リスク：
シャットオフする条には必ずブランクディスクを使用してく
ださい。ディスクなしで、または種子ディスクがあっても中が
空だと、特に圧力センサラインの条で、制御空気の流れが不安
定になります。

図 103
シャッタ閉、ブランクディスク取り付け
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挟み込み、先のとがった物による危険：
条ユニットを手で持ち上げないでください。ユニットの重さ
とスプリングの力は（ 小でも）過大です（またピンの挿入
に手を使います）。数人で行うとしても、手作業は危険です。
鋭利なエッジが多数あり、手を滑らすと条ユニットが急落下
します。

図 104
25AP 条ユニットロックアップピン

（シングルスプリング条ユニットを図示）
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1. 製品を上げます。この調整は製品を下げたままで行えます
が、スプリングが伸びるので、余計な力が必要です。余計
な力が加わると、工具も傷めます。

2. リフトシリンダロックを取り付けます。パーキングスタン
ドを下ろします。

3. 条ユニットカムを 72 ページの指示に従って、ゼロに設定
します。

4. ピン孔が下側の平行アームよりも上に来るように、条ユ
ニットを高く上げます。これを行う方法は、以下を含めい
くつかあります。
a. シャンク のリア側にあるホイストを使用する
b. シャンクエクステンション 下にジャッキを使用する

挟まれる危険 : 
ジャッキかホイストを使用してください。製品を下げて、条ユ
ニットをブロック上に持ち上げるのは危険です。油圧が故障す
る可能性があり、危険状態になります。完全に下まで下げると、
コンポーネントを傷める可能性があります。

参照：図 105

5. ピンを保管孔 から抜き、ロックアップ孔 に入れて固定
します。

6. ロックアップピンが下側平行アームにかかるまで、条ユ
ニットを下げます。

スプロケットインデキシング（スタガ）

播種が以下の場合：
• ツインロー作物
• 種子間隔が 61/2 インチ（16.5 cm）超
ツインローの隣接するメーターの各ペアを同期して、そのペアの
ユニット間で種子と種子の間隔が 大になるようにできます。

種子および肥料量説明書（ManualB #）で指示と図表を参照し
てください。

特定のマシン損傷：
条ユニットが下がっているときは、ピンを差し込まないでくだ
さい。ピンを平行アームよりも下に差し込むと、播種開始後ユ
ニットがすぐに損傷します。

図 105
25AP 条ユニットのロックアップ
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インデックス付き – 計画的なペア間隔により、 大の播種間隔が得られます。

インデックスなし – 無作為のペア間隔
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種子ファーマーの調整

シリーズ 25 条ユニットには標準の種子フラップがあり、オプ
ションで 2つある種子ファーマーのうちの 1つを使用できます
（ユーザが選択したオープナバンドルに含まれていることがあ
ります）。

条ユニットのディスクブレードは鋭利です。この近くで調整作
業を行うときは注意が必要です。Keeton® 種子ファーマーを調
整するには、条ユニットのディスクが地面に停止するまで製品
を下げてください。

Keeton® 種子ファーマーの調整

オプションの Keeton® 種子ファーマーは種溝に滑り落ちる高
分子成形形状になっています。種子チューブから出てくる種子
をトラップし、畝間の V 溝の底に種子を埋めます。

参照：図 106

このファーマーは、 初の年に使用することをお勧めする張力
に予め設定して提供されています。ファン締めねじ は必要に
応じて数年間締まったままにできます。ファーマーは、溝の底
から種を押し出すのに必要な十分な張力を与える必要があり
ます。

Seed-Lok® 種子ファーマーロックアップ

オプションの Seed-Lok® ファーミングホイールを使用すると、
さらに種子と土壌の接触が向上します。ホイールはスプリング
搭載で調整の必要がありません。水分が多く粘着性の状況では
ホイールに土壌が蓄積する可能性があります。これに伴う問題
を回避するには、ファーマーをロックアップすることです。

参照：図 107（ディスク付き条ユニットで、説明上サイド
深度ホイール / アームとプレスホイールは取り外してあります
が、取り外しはロック / アンロックに必要ありません）。

Seed-Lok® ホイールをロックアップするために：

1. プランターを上げます。リフトアシストシリンダロックを
取り付けます。

2. Seed-Lok® ロックアップハンドル をレバーストップ が
自由に回るまで持ち上げます。

3. レバーストップをサイド / アイドル位置 まで回します。
ロックアップハンドル を離します。

4. Seed-Lok® ホイール を押して、ホイールアームラッチ を
掛けます。

Seed-Lok® のロックアップを解放するには、以下の手順に従い
ます。

1. 1/4インチツールドライブの端をツール孔 に入れます（ハ
ンドル の孔）。別の方法として、ホイール を持ち上げ
ます。

2. ハンドルを時計回りに回して（ハンドルアームが上）、
Seed-Lok® ホイールがラッチポイント から解放されて、
自由落下するようにします。

3. ハンドルを上に保持して、レバーストップ の上げた部位
を回して、アーム端のハンドルの両側 下にします。ツー
ルを外します。

図 106
Keeton® 種子ファーマー
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 ハンドル 下のレバーストップを、Seed-Lok® の使用中は
掛けてください。外れていると 、畝の障害物による予想
外のロックアップが生じることがあります。

図 107
Seed-Lok® ロックアップ
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プレスホイールの調整

プレスホイールは畝を閉じて、種子の上の土壌を軽く押し、種子
が表面に出ていても、土壌との接触を確保できるようにします。

土壌を均一にならすため、プレスホイールは通常の作動位置か
ら自由に下がるようになっています。ディスクが障害物に当た
り、条ユニットアームが持ち上がっても、本装置では、閉鎖 /
圧迫動作が保たれます。

プレスホイールアセンブリに 3 つの調整機能があります。

参照：図 108

1. 下げ圧（ 大で図示）

2. ホイール スタガ（スタガで図示）

3. センタリング（図 110、87 ページ）。

プレスホイールの下げ圧

ハンドル で下げ圧を調整します。土壌や農地条件によってハ
ンドル調整が必要です。

• ハンドルを前方（走行方向）に緩めると、下げ圧が減ります。
• ハンドル を後方へ引くと、下げ圧が上昇します。
 プレスホイールの下げ圧が高いと、オープナなど主な条ユ

ニットシャンクコンポーネントにかかる下げ圧が減りま
す。プレスホイールを高めに設定するには、条ユニット全
体の下げ圧を増やす必要があります。70 ページを参照し
てください。

プレスホイールスタガ

スタガの工場設定は、残留物の流れに 適であることが分かっ
ています。条件によってプレスホイールを均一にする必要があ
る場合、製品全体の構成を変える前に、1 つの条で試してくだ
さい。スタガを変更するには、以下の手順に従います。

参照：図 109

1. 製品を上げて、輸送ロックを取り付けます。「リフトシリ
ンダロック（SN-）」（24 ページ）を参照。

2. ボルト 、ナット 、ロックワッシャ を左のプレスホイー
ル から取り外します。

3. スペーサ とホイール を の2つの取り付け孔の方へ移
動します。

4. ボルト、ロックワッシャ、ナットを取り付けます。締め付
けます。

プレスホイールの下げ圧が高いと、オープナなど主な条ユ
ニットシャンクコンポーネントにかかる下げ圧が減ります。
プレスホイールを高めに設定するには、条ユニット全体の下
げ圧を増やす必要があります。70 ページを参照してください。

図 108
プレスホイールの調整
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図 109
プレスホイールの応力とスタガ
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プレスホイールのセンタリング

プレスホイールの 1 つが種溝を走行するか、各ホイールが溝に
集中しない場合、プレスホイールアセンブリの角度 を以下の
手順で調整することができます。

参照：図 110

1. 各ホイールを集中させるには、プレスホイールアセンブリ
をどちらへどれだけ移動する必要があるか判定します。

2. 製品を上げて、リフトシリンダロックを取り付けます。「リ
フトシリンダロック（SN-）」（24 ページ）を参照。

3. 1/2 インチ六角ボルト と を緩めます。

 六角ボルトの先にある四角いボルトは緩めないでください。

4. 六角カム （六角ジャムボルト の下）を回して、必要な
量だけ動かします。

5. 六角ボルト と を締め付けます。

プレスホイールの調整を行っても畝がうまく閉じない場合、条
件的に別のプレスホイールが必要かもしれません。多様なホ
イールアセンブリが利用可能です。Great Plains ディーラーに
ご相談ください。

図 110
プレスホイールのセンタリング
（オープナの下から見たところ）
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トラブルシューティング

播種量の問題
新しい製品、新規作物、または新規密度で作業を開始するとき
は、種子を掘り起こして、運転席のモニタ表示を確認してダブ
ルチェックすることが重要です。これは必要な密度で播種する
ための正しい設定を検証することになります。オプションの種
子モニタの表示だけに頼らないでください。

始動時には、オプションの種子モニタに意味のないアラームや
表示が出るのはよくあることです。製品のドライブ設定が適正
で目標密度に合っていることを確かめるため、またモニタ設定
の間違った入力項目を修正して煩わしいアラームを排除する
ためにも、それらアラームのトラブルシューティングを行うこ
とが重要です。

トラブルシューティング図表に従ってモニタや密度の問題を
是正する前に、下のフローチャートを利用して、何がおかしい
かを把握することが役立ちます。何がおかしいかを発見する基
本は、今実際に製品は土中で何を行っているかを知ることで
す。密度を確認するときは、必ず地面の種子を掘り起こして観
察してください。

1. 地面上の間隔は適正か ?
いいえ :

グラウンドドライブトランスミッションとレンジスプロケットの選択または
油圧駆動装置の密度設定を確認する。トラブルシューティング図表の「密度過
小」または「密度過大」も参照する。

はい : ステップ 2 に進む。

2. オプションの種子モニタの
表示密度は実際の 1/2 か、
または 2 倍以上あるか ?

いいえ : ステップ 3 に進む。

はい :

不正な条間隔値を種子モニタに入力したことが原因。例：30 インチのところ
を 15 インチと入力した。オプションの種子モニタコンソールで条間隔を修正
する。

不正なレンジスプロケットが取り付けられている場合、倍率が過大で装置がオ
フになることがある。播種量図表を参照して、製品のレンジスプロケットとト
ランスミッションスプロケットを確認する。

3. オプションの種子モニタの
表示密度は 目標密度に
近いか ?

いいえ :
播種量図表と選択下トランスミッションスプロケッを確認する。トラブル
シューティング図表の「密度過小」または「密度過大」を参照する。

はい : やや低ければ「密度過小」を、やや高ければ「密度過大」を参照する。

推奨される畝の確認：

短い距離を播種して種子を掘り起こすか、ワイヤを掛けた閉
止ホイールで走行して種溝を開きます。

掘り起こした種子から、種子と種子の平均距離を判定します。
その値と密度図表に記載されている種子間隔を比較します。
値は「種子当たりインチ」で記載されています。
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種子プールのトラブルシューティング

図 111
正常時および条失敗時の Air-Pro® メーターのリア側横断面

29986

正常：失敗 ブリッジ：インレットシャッタ ブリッジ：種子ホース 空のホッパ

種子がインレットに種子ボックス
まで溜まっている。種子がメー
ターで 1 粒ずつ分けられてゆっく
り下がる。

ブリッジがシャッタのところで
流れをブロックしている。

考えられる原因：

• 種子のサイズが過大

• シャッタ設定が低い

• 種子に大きな物体が混入

• 過剰で粘着性の強い種子
コーティング

種子中の大きな物体がインレット
上部でブリッジを形成した。

考えられる原因：

• 種子のサイズが過大

• 種子に大きな物体が混入

• 過剰で粘着性の強い種子
コーティング

ボックスから種子が来ない。

考えられる原因：

• 種子切れ

• スライドゲートが閉じて
いる

ホッパが空の場合、空気の逆流 も
生じて、他の条でもメーター内圧が
下がっている。

処置： 処置： 処置： 処置：

処置不要

播種続行

1. シャッタの開きが
推奨どおりなら、
1 ノッチ分広げる。

2. 種子プールに異物が
ないか確認する。

3. 播種を再開する。

1. シャッタを閉じる。

2. ホースとチューブの
つなぎ目をたたく。

3. 種子プールに異物が
ないか確認する。

4. 播種を再開する。

1. 条がアクティブなら、
種子を追加するか、
スライドゲートを確認
する。

2. 条がアクティブでないな
ら、シャッタを閉じる。

3. 播種を再開する。

1

1
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Magnehelic® ゲージのトラブルシューティング

ファンを切った状態でMagnehelic®ゲージの表示がゼロになら
ない場合、ゲージを点検し、必要ならゼロに戻してください。

ゼロに戻す前に、チャンバと吸排気管に問題がないか確認して
ください。ゼロに戻しても、漏れや閉塞は正確には補正できま
せん。

平らな地面でファンを止め、できれば無風状態で Magnehelic®

ゲージをゼロにします。メーターフェースにあるセットスク
リュ を回して、トラクター運転者から見てゼロになるように
します。

問題 原因 解決策

ファンを切った
状態でゼロに
ならない

ゼロドリフト
下の指示に従いゼロに
戻す

ゲージの表示
がセンサより
低い

リリーフポート
プラグの欠落 / 損傷

プラグ交換

吸排気管の閉塞や
ねじれ

吸排気管の清掃

センシングラインの
漏れ

チャンバへのラインを
確認

ゲージの損傷
カバーの緩み、O- リング
の損傷を確認

1

図 112
Magnehelic® ゲージ

29842

トラブルシューティング時のポート ID：
 過圧除去ポート（プラグ装着時）
 低圧ポート（通気口 / 大気圧）
 高圧ポート（マニホールドチャンバから）

代替高 / 低ポートが詰まっている。

冬期試験 / 整備の提言：
20°F 以下では、ゲージの表示が不正確で緩慢になりがちです。

2
3
4
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密度のトラブルシューティング図表
密度過小

問題 原因 解決策

全体に
密度過小 不適切な播種

播種量説明書を使用して、以下を確認する。
• 種子ディスク選択

• レンジ / トランスミッションスプロケットの設定

• タイヤサイズ / 圧

空気圧不足によるディスクの空ポケット（スキップ）
入念にメーター内圧を上げる。

「ファンと調整」（59 ページ）を参照。

粘着性の強い種子コーティングにより種子がポケット
に入りにくくなりディスクの空ポケット（スキップ）
ができる。

種子潤滑剤を増やす。

荒れた農地条件で種子がディスクから落ちてディスク
の空ポケット（スキップ）ができる。

農地速度を落とすかメーターの空気圧を下げる。

種子プールが低すぎて、種子がすべてのポケットに
入らず、ディスクの空ポケット（スキップ）が
できる。

シャッタを 1 ノッチ分広げる。

ディスク速度が過大で、種子がポケットに入らず
ディスクの空ポケット（スキップ）ができる。

農地速度を落とすか、1 つ上のセルカウントディスクに変える。

シンギュレーション（4 房）ブッシュが荒すぎて
ディスクの空ポケット（スキップ）ができる。

ぼさぼさの繊維がないか確認する。必要に応じて洗浄、こすり落と
し、清掃を行うか交換する。

種子が大きすぎてポケットに入らず、ディスクの
空ポケット（スキップ）ができる。

種子サイズに合ったディスクを選択する。

種子がディスクから落ちず、落下ゾーンを素通りする。
静電気で小粒軽量種子がポケットに張りついて落ち
ない。

Ezee Glide Plus のグラファイト部品がこの問題に対処できる。
Easy Glide Plus の量を増やすか、十分な潤滑剤を種子に混ぜる。

ゲージで確認した空気圧が低い。 ファン速度を上げるかバタフライバルブ設定を下げる。

空気圧が低いが、ゲージの表示は範囲内または高い。

• 1/4 インチのサンプルラインを条ユニットからセンサチャン
バまで点検して、漏れがないか確認する（90 ページ）。

• 播種しない条にはすべてブランクディスクを取り付けて、
シャッタを閉じること（83 ページ）。

• ファンを止めてゲージをゼロに戻す（90 ページ）。

• ゲージのベントラインにねじれ、挟み込み、詰まりがないか
確認する（90 ページ）。

農地速度過大 播種量説明書の推奨速度で播種する。

速度センサ定数の誤り 種子モニタ説明書に従って種子キャリブレーションを行う。

磁気速度センサギャップの誤り 確認して調整する（106 ページ）。

（オプション）レーダ速度センサ角度の誤り
製品を下げて、レーダ速度センサ角度を DICKEY-john® の推奨に
照らして確認する。

通過ギャップが過大
マーカーの展張を確認する。（167 ページ）。GPS については、
プログラムされている製品サイズを確認する。

実際の農地サイズが違う 密度は正しいが、計算が違っている。

種子モニタの表示が過大
表示は条件（軟弱土壌でのホイールのスリップ、有効旋回半径）や
播種パターンで変わる。
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密度過小、
シングルロー

シャッタの開きが狭く、メーターが種子欠乏状態
（低種子プール）

シャッタ設定を上げる。

シャッタでのブリッジによるメーターの種子欠乏
シャッタブリッジの再調整（80 ページ）。種子がコーティングされ
ていれば、種子潤滑剤を増やす。

インレット上の閉塞によるメーターの種子欠乏 閉塞を除去する（80 ページ）。

重度の種子コーティングに起因するインレット上の
閉塞によるメーターの種子欠乏

ブリッジを除去する（80 ページ）。種子潤滑剤を増やす。

ある条の種子ディスクが不適正 適正な種子ディスクを取り付ける。

条ユニットのチェーン飛び チェーン、アイドラ、スプロケットの状態を確認する。

1 つまたは複数の条でメーター内圧が低いために生じる
スキップ

シャッタ設定を確認する。種子ドロップブラシが過度に摩耗してい
ないか確認する。圧力ホースの緩みや漏れを確認する。

チェーンスキップによるスキップ
チェーン、アイドラの摩耗、チェーンした側のたるみ（110 ページ）、
メーターベアリング不良を確認する。

ディスクポケット内の破片によるスキップ 防雨カバーを外す。ディスクを点検して清掃する。

条にブランクディスクが取り付けられている 播種ディスクと交換する。

種子センサが不明瞭 種子チューブを清掃する（101 ページ）。

種子チューブの詰まり 製品を上げて、種子チューブの底を露出させ、清掃する。

種子の流れが
遅い / 不安定

ファンを止めて操作したか、マニホールド圧の過小に
より種子メーターが詰まった。

シャッタを閉じる。メーターを清掃する。ファンを正しいマニホー
ルド圧で設定する。播種を再開する。

密度過小

問題 原因 解決策

密度過大

問題 原因 解決策

全体的に
密度過大

不適切な播種 播種量図表を確認する。

メーター内圧が過大で、ディスクのポケットに種子が
2 つある（ダブル）。

入念にメーター内圧を下げる。「ファンと調整」（59 ページ）を参照。

ポケットがその種子に大きすぎるため、ディスクの
ポケットに種子が 2 つある（ダブル）。

ポケットの小さいディスクを選択する。

ゲージで確認したメーター内圧空気圧が高い。 ファン速度を下げるかバタフライバルブ設定を上げる。

圧力センサを正しくゼロに戻していないために
空気メーター圧が高い。

ファンを止めてゲージをゼロに戻す。

空気圧が高いが、ゲージの表示は範囲内または低い。

以下を確認する。
• 1/4 インチのサンプルラインを条ユニットからセンサチャン

バまで点検して、漏れがないか確認する（90 ページ）。

• 播種しない条にはすべてブランクディスクを取り付ける
こと（83 ページ）。

• ゴム製の圧力除去プラグがゲージにはまっているか
確認する（90 ページ）。

間違った条カウント、間隔、またはアクティブ条で
モニタ設定したことによる誤報または実播種量エラー

密度問題のトラブルシューティングを行うときは、 初に必ず種子
モニタ設定が原因でないことを確認する。製品の構成とモニタ設定
を復習する。

セルカウントの誤り
種子ディスクを適正なディスクに交換するか、現在のディスクの量
を再設定する（範囲内なら）。

速度センサ定数の誤り 種子モニタ説明書に従って種子キャリブレーションを行う。
2018-07-20 目次　　索引 401-651M



YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 トラブルシューティング 93
全体的に
密度過大
（続き）

磁気速度センサギャップの誤り 確認して調整する（106 ページ）。

（オプション）レーダ速度センサ角度の誤り
製品を下げて、レーダ速度センサ角度を DICKEY-john® の推奨に
照らして確認する。

作物や種子サイズに合わないディスクによるダブル 作物や種子サイズに合った推奨ディスクを使用する。

粘着性の種子：過剰な種子コーティング剤 種子潤滑剤を増やす。

速度センサ定数の誤り
DICKEY-john® モニタ説明書に従って種子キャリブレーションを
行う。

パスの重畳
マーカーの展張を確認する。（167 ページ）。
GPS については、プログラムされている製品サイズを確認する。

実際の農地サイズが違う 密度は正しいが、計算が違っている。

種子モニタの表示が過小
表示は条件（軟弱土壌でのホイールのスリップ、有効旋回半径）や
播種パターンで変わる。

密度過大、
シングルロー

メーター内圧が過大でダブルが生じる。 シャッタを確認する。

種子落下ブラシやストリップブラシが摩耗して種子が
過剰に通過する。

摩耗したブラシを交換する。

メーターベアリングが摩耗して種子ブラシがふらつき、
ダブルになる。

メーターベアリングを交換する。

セルカウントが高い不適正な種子ディスク 適正なディスクを取り付ける。

密度過大

問題 原因 解決策

密度関連

問題 原因 解決策

密度アラーム
全般

間違った（アクティブ）条カウントや間隔でモニタ設
定したことによる誤報または実播種量エラー

密度問題のトラブルシューティングを行うときは、 初に必ず種子
モニタ設定が原因でないことを確認する。製品構成とモニタ設定を
復習する。

セルカウントの誤り
種子ディスクを適正なディスクに交換するか、現在のディスクの量
を再設定する（範囲内なら）。

不適切な磁気速度センサギャップ

製品の速度センサを確認して、歯付きホイールとのギャップが以下
のとおりになっているか調べる。1/32 インチ（0.020 ～ 0.040 イン
チ、0.5 ～ 1.0 mm）。ギャップが不適切だと速度信号が不安定にな
り、不適切な播種量がモニタに誤表示される。

速度センサ定数の誤り モニタ説明書に従って種子キャリブレーションを行う。

（オプション）レーダ速度センサ角度の
誤り

製品を下げて、レーダ速度センサ角度を DICKEY-john® の推奨に
照らして確認する。

種子切れ。ボックスの区切りごとにアウトレットが
不均一になり、傾斜地での播種時、条によって先に
種子切れになるものがある。

種子切れになる条に種子を優先的に再配分し、短めに再充填する。

表示密度と
畝密度の
不一致

小粒種子（ミロなど）は、種子チューブ内で確実には
検知されない。

周囲の光を抑えるため、防雨カバーを付けて走行する。種子モニタ
装置で密度倍率を適用して、逸失種子を補正する。大粒種子では
忘れず 100% に戻すこと。

種子チューブセンサは全種子をカウントするわけでは
ない。

種子チューブに溜まったグラファイトや塵芥を長細い種子チューブ
ブラシで清掃する。不良センサを交換する。

過度な
種子割れ

不適切な種子ポケットサイズ 種子に合ったディスクを使用する。

傷んだ種子や古い乾燥した種子 新しい種子を使用する。

クリーンでない種子 清潔な種子の使用
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旋回後の
スキップと
むき出し
スポット

旋回時にファンが停止している。
ファンを回したままにする。メーター内圧は旋回時も保持しない
と、種子がディスクポケットからこぼれる。

油圧流量不足で、メーター内圧の保持に必要なファン
速度が維持できない。

トラクターの性能を要件に照らして確認する（131 ページ）。
不足している場合：
• リフトをエンゲージする前にマーカーをたたむ。

• リフト速度を落とす。

• パス終了操作時、メーター内圧をモニタする。

シングル条
からの種子が
浅いまたは
散乱する

種子チューブの底が損傷している。
種子チューブを交換する。製品をまっすぐ下げない。下げるとき
は、前進移動する。

条が轍を突き通さない。 平行アームスプリングの下げ圧を増やす。

オープナ深度が浅い サイド深度ホイールの設定を変える。

ツインローの
タイミングを
合わせても
ずれる

密度を変更するとタイミングが変わる。
密度に基づくタイミング図表からメーターのタイミングを再設定す
る。

チェーンがジャンプする。
スプロケットとチェーンに過度の摩耗や錆び付いたリンクがないか
確認する。

密度関連

問題 原因 解決策

一般的トラブルシューティング

問題 原因 解決策

密度アラーム 「密度のトラブルシューティング図表」（91 ページ）を参照。

種子が過剰に
残る

「密度のトラブルシューティング図表」（91 ページ）を参照。

農地サイズが違う 密度の問題ではないことを確認後、地理を再確認する。

製品のパスに過度のギャップ マーカーを調整する（ 167 ページ）。

種子消費が
過大 

「密度のトラブルシューティング図表」（91 ページ）を参照。

農地サイズが違う 密度の問題ではないことを確認後、地理を再確認する。

重畳が過大
農地形状が不規則

マーカーを調整する（ 167 ページ）。

条が播種され
ない

オプションの種子モニタで検出されない場合、
条ユニット種子チューブの詰まりを確認する。

製品を上げて、種子チューブの底を露出させ、清掃する。

種子間隔が
不均一

「密度のトラブルシューティング図表」（91 ページ）を参照。

農地での作業速度が速すぎる 農地での作業速度を落とす

種子がクリーンでない 清潔な種子の使用

種子チューブが損傷している 点検、修理、または交換する。

Seed-Lok® の詰まり Seed-Lok® をロックアップする（85 ページ）。

条ユニットディスクが回転していない
「条ユニット ディスクが 自由に回転していない」を参照
（このトラブルシューティング図表）

スプロケット、チェーンアイドラ、またはベアリングの
摩耗 / 錆

スプロケットやチェーンアイドラに摩耗 / 錆がないか確認し
交換する。

条ユニット種子チューブの部分的な詰まり 製品を上げて、種子チューブの底を露出させ、清掃する。

種子の潤滑不足 「種子潤滑剤」（122 ページ）を参照。
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不均一な
種子深度

農地での作業速度が速すぎる 農地での作業速度を落とす

播種条件が多湿すぎる 乾燥した天候を待つ。

不適切なコルター深度設定 コルター説明書を参照するか、ユニット搭載コルターを設定する。

条ユニットの下げ圧スプリング設定が不適切 「条 ユニット下げ圧」（70 ページ）を参照。

種子チューブの損傷 種子チューブに損傷がないか確認する。

Seed-Lok® の汚れ Seed-Lok® をロックアップする（86 ページ）。

条ユニットが低部位に届かない 条ユニットを調整する（70 ページ以降の指示を参照）。

ラフな農地条件 農地を整地する。

種子ファーマーが正しいテンションに設定されて
いない

「種子ファーマーの調整」（85 ページ）を参照。

プレス
ホイール
または
オープナの
詰まり

播種条件が多湿すぎる 乾燥した天候を待つ。

条ユニットの圧力が過大 条ユニットの下げ圧を減らす。

コルターの設定が深すぎて、過度の土や
水分が付着する

コルター調整を確認する。

製品の前後が水平になっていない ツールバーの高さを確認する（19 ページ）。

製品を地中に入れたまま後退した 清掃し、損傷を確認する。

ディスクベアリングの損傷 ディスクベアリングを交換する。

ディスクブレードの摩耗 ディスクブレードを交換する。

スクレーパの摩耗 / 損傷。サイド深度ホイールの設定
が不適切

サイド深度ホイールを調整する。

条ユニット
ディスクが
自由に回転し
ていない

条ユニットが土で詰まっている 条ユニットを清掃する。

播種条件が多湿すぎる 乾燥した天候を待つ。

サイド深度ホイールの調整が不適切 「サイドゲージホイールの調整」（77 ページ）を参照。

Seed-Lok® が条ユニットを詰まらせている Seed-Lok® をロックアップする（86 ページ）。

ディスクベアリングの損傷 ディスクベアリングを交換する。

条ユニットフレームの変形 条ユニットフレームを交換する。

条ユニット種子チューブの部分的な詰まり 製品を上げて、種子チューブの底を露出させ、清掃する。

プレス
ホイールが
思い通りに
整地しない

Incorr スプリングハンドルの設定が不適切 「プレスホイールの調整」（86 ページ）を参照。

条ユニットの下げ圧不足 「条 ユニット下げ圧」（70 ページ）を参照。

条件に適さないタイヤ形状
間隔が狭い湿った条件ではくさび形ホイールが 適。間隔が広い
乾いた条件では端の丸いホイールが 適。

フロントからリアが水平でない タンの高さとトップリンクの調整を確認する。

ホイールスタガは条件に合わせて調整が必要 「プレスホイールの調整」（86 ページ）を参照。

水分が多すぎる、または塊が多すぎる 天候が乾燥するまで待つかやり直す

一般的トラブルシューティング

問題 原因 解決策
2018-07-20 目次　　索引 401-651M



YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 トラブルシューティング 96
油圧マーカの
機能不良

Marker/Fold スイッチが Fold になっている
CFM スイッチは「Marker」にしなければならない。トラクターの
リモート回路を Neutral か Float にしてからスイッチ操作を行う。

Marker/Aux バルブが Aux になっている
オプションの補助油圧付き製品で、セレクタバルブがマーカーを
作動させる Marker に設定されている。バルブを変更する前に、
トラクターのリモート回路を Neutral または Float にする。

ホース取付具や接続部から空気やオイルが
漏れている。

すべてのホース取付具や接続部から空気やオイルが漏れていないか
確認する。

トラクターの油圧油レベルが低い トラクターの油圧油レベルを確認する。

ボルトやファスナの緩みや脱落 すべてのボルトとファスナを確認する。

ニードルバルブの詰まり
ニードルバルブを開き、マーカーをゆっくり上下させ、ニードル
バルブをリセットする（167 ページを参照）。

マーカー
ディスクが
マークしない

ディスク角度が真っ直ぐすぎて土壌条件に
合わない

マーカーディスクを逆にして牽引するか土を落とす。

速度表示が
トラクターと
一致しない

速度表示をモニタする。オプションのレーダを使用す
ると、製品を下げたときしかトラクターと一致しない。

（リフト時、磁気ピックアップでの表示はゼロになる。）

製品を下げた播種時の速度が一致しない場合、製品を下げて、
レーダ速度センサを再較正する。

液肥のトラブルシューティング

問題 原因 解決策

肥料が出ない 様々なポンプの問題があり得る
CDS-JohnBlue の LM-1250/LM-1255 部品および指示説明書、
部品番号 12-M-15 のトラブル図表を参照する。

排出バルブまたはメインセレクタバルブが閉じている
排出バルブがセレクタバルブに対して開いており、セレクタバルブ
はポンプに対して開いていることを確認する。「液肥の操作（オプ
ション）」（40 ページ）を参照。

1 つまたは複数のドライブステージでチェーンが
欠落している

グラウンドドライブからポンプまで 5 つのチェーンをすべて確認
する。「チェーンの取り回し」（150 ページ）を参照。

タンクの詰まり
排出口を塞いでいる材料を薄めるか清掃する。「液肥装置の整備」

（102 ページ）を参照。

ストレーナの詰まり

すべてのバルブを閉じる。ストレーナを点検する（種子および肥料
量説明書 ManualB # を参照。）必要ならスクリーンを清掃する。スト
レーナが材料ですぐに詰まるようなら（またサイズの大きいオリ
フィスを使用しているなら）サイズの大きいスクリーンに代える。

ポンプ設定がゼロまたはゼロ付近になっている
ポンプアジャスタの推奨設定値は 2 ～ 10。種子および施肥量
説明書（ManualB #）を参照する。

材料がない タンクレベルを確認する。

単に材料が少ない－呼び水の喪失
材料を加える。タンクレベルがポンプのインレットレベル以下だと、
ライン中の空気のせいでポンプの呼び水がなくなることがある。

傾斜によるポンプ中の空気（2 タンク装置）

一度に 1 つのタンクに材料を加える、または空のタンクを閉じる。
播種を傾斜地で行うときは、材料がタンクの一方から他方へ流れる
ことがある。空のタンクがポンプに対して開いていると、ポンプに
空洞ができて、肥料が計量されない。

量が少ない High Range を意図しているが、肥料トランスミッ
ションが Low Range になっている

トランスミッションのスプロケットを入れ替える。種子および
施肥量説明書（ManualB #）を参照する。

様々なポンプの問題があり得る
CDS-JohnBlue の LM-1250/LM-1255 部品および指示説明書、 
部品番号 12-M-15 のトラブル図表を参照する。

一般的トラブルシューティング

問題 原因 解決策
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必要な播種量
で低圧になる

オリフィスサイズが過大
種子および肥料量説明書（ManualB #）の図表を基に別のオリフィ
スプレートサイズを選ぶ。

オリフィスプレートのサイズは適正だが、長期使用で
孔が広がっている

必要サイズの新品プレートを入手する。摩耗したプレートを
廃棄する。

実際の量が少ない 肥料トランスミッション駆動 / 従動スプロケットを確認する。

必要な播種量
で流量が
不均一になる

1 つまたは複数のオリフィスプレートの詰まり
オリフィスプレートを清掃して取り付ける。材料粘度が過大でない
か、粒がオリフィスサイズに合っているか確認する。

プレートサイズが各条で異なる
すべてのノズルに同じサイズのプレートが付いているか確認する

（ゾーンコルター用の外側条は除く）。

圧力が不安定
ストレーナの詰まり

すべてのバルブを閉じる。ストレーナを点検する（種子および肥料
量説明書 ManualB # を参照。）必要ならスクリーンを清掃する。スト
レーナが材料ですぐに詰まるようなら（またサイズの大きいオリ
フィスを使用しているなら）サイズの大きいスクリーンに代える。

正常圧力での
放出

リリーフバルブ設定が過小
リリーフバルブ設定を種子および肥料量説明書（ManualB #）に
従って見直す。

必要な播種量
で高圧になる

オリフィスサイズが過小
オリフィスサイズを見直す。推奨サイズであれば、1 段階大きく
する。図表は代表的な密度 / 粘性の材料を基にしている。

ノズルの詰まり

流量の少ないノズルまたはいくつかのノズルを点検する。プレート
を清掃する。目の細かいスクリーンや大きなオリフィスプレートを
検討する。堆積、凝固、微粒子、異物によっても高圧になることが
ある。

オリフィスプレートの逆転
オリフィスプレートの銘のある側がアウトレットに向いている。
オリフィスのポート孔が左右非対称で、サイズが小さい場合、これ
が原因で高密度の材料では背圧が高くなる。

流量過大 Low Range を意図しているが、肥料トランスミッショ
ンが High Range になっている

トランスミッションのスプロケットを入れ替える。種子および 
施肥量説明書（ManualB #）を参照する。

様々なポンプの問題があり得る
CDS-JohnBlue の LM-1250/LM-1255 部品および指示説明書、 
部品番号 12-M-15 のトラブル図表を参照する。

ポンプの漏れ 様々なポンプの問題があり得る
CDS-JohnBlue の LM-1250/LM-1255 部品および指示説明書、 
部品番号 12-M-15 のトラブル図表を参照する。

ポンプオイル
の消耗

ポンプシールまたは O- リング
CDS-JohnBlue の LM-1250/LM-1255 部品および指示説明書、 
部品番号 12-M-15 のトラブル図表を参照する。

ポンプの異音 クランクケース部品の摩耗
CDS-JohnBlue の LM-1250/LM-1255 部品および指示説明書、 
部品番号 12-M-15 のトラブル図表を参照する。

液肥のトラブルシューティング

問題 原因 解決策

乾燥肥料のトラブルシューティング

問題 原因 解決策

すべての条で
肥料が出ない

空のホッパ ホッパを確認 / 充填する。

1 つまたは複数のドライブステージでチェーンが欠落
している

グラウンドドライブからポンプまで 5 つのチェーンをすべて確認
する。「乾燥肥料チェーン」（156 ページ）を参照。 

幾つかの条で
肥料が出ない

ホッパの詰まり
排出口を塞いでいる材料を薄めるか清掃する。「乾燥肥料の清掃」

（103 ページ）を参照。

シャフトが外れている 終ドライブシャフトに沿ってカプラを確認する。

1 つの条で
肥料が出ない

アプリケータチューブに土が詰まっている
アプリケータチューブ上部のホースを外す。下部の閉塞を除去する。
リリース高を上げる（65 ページ）。

アプリケータチューブに肥料が詰まっている
アプリケータチューブ上部のホースを外す。下部の閉塞を除去する。
粒の細かい肥料を使用するか、凝固が原因なら肥料を乾燥させる。
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流量が少ない 不適正なトランスミッションスプロケット
種子および肥料量説明書（ManualB #）を再確認する。必要なら
駆動 / 従動スプロケットを交換する。

農地速度が選択したトランスミッションスプロケットに
対して過大

速度を落とすか、実際の量と速度に合ったスプロケットペアに
代える。高速時の計量（回転当たり kg）は低くなる。

グラウンドドライブホイールのスリップ
下げたツールバーの高さを確認する（19 ページ）。農地速度を
落として作業する。農地条件が湿っているため、メータードライブ
に信頼性がない

メーターフルートの摩耗 メーターフルートを確認する（36 ページ）。必要なら交換する。

流量が多い 不適正なトランスミッションスプロケット
種子および肥料量説明書（ManualB #）を再確認する。必要なら
駆動 / 従動スプロケットを交換する。

農地速度が選択したトランスミッションスプロケットに
対して過小

速度を上げるか、実際の量と速度に合ったスプロケットペアに
代える。低速時の計量（回転当たり kg）は高くなる。

肥料が表面 リリース高が高すぎる リリース高を下げる（65 ページ）。

コルター深度が浅い コルター深度を増やす（67 ページ）。

乾燥肥料のトラブルシューティング

問題 原因 解決策
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整備と潤滑

整備
サービスと整備を適正に行うことが作業機を長く使用する秘
訣です。慎重かつ体系的に点検を行えば、出費の伴う整備、稼
働停止、修理を予防することができます。

調整や整備作業を行う前に、必ずトラクターのエンジンを切
り、キーを抜いてください。

挟まれる危険 : 
作業機で作業を行うときは、必ず輸送ロックを使用してくださ
い。落下した作業機の下に挟まれると、重症を負う、または死
亡する可能性があります。

高圧液による危害：
加圧する前に、すべての油圧ラインと付属品を確認してくださ
い。小さな穴から漏出した液体は目に見えないことがありま
す。漏れの疑いを確認する場合は、ボディーパーツを使用せず
に紙または段ボールを使用し、強度のある手袋を使用してくだ
さい。漏出した高圧の液体は、皮膚を貫通するのに十分な圧力
になる場合があります。事故が起きた場合は、直ちに この種の
負傷に慣れた医師の手当を受けてください。

1. 製品を数時間使用した後は、すべてのボルトがしっかり締
まっていることを確認してください。

2. チェーンの無駄な弛緩を除去します。すべてのローラ
チェーンを清掃し、必要に応じてチェーン潤滑油を塗布し
ます。

3. 製品タイヤの空気圧を適正に保ってください。

4. ディスクスクレーパの調整を適正に保ってください。

5. 製品を定期的に清掃してください。定期的な行き届いた清
掃により、機器の寿命が延び、整備修理作業が減ります。

6. 「潤滑」（113 ページ）の「潤滑および定期メンテナンス」
に示された箇所を潤滑してください。

7. 摩耗、損傷、判読不能になった安全ラベルは、Great Plains
ディーラから入手して交換してください。

流出による危険 / タンク損傷リスク：
肥料タンクストラップの張りを定期的に確認してください。
ストラップの張りは、外気温度が変わると変わります。必要
に応じて張りを調整し、怪我や肥料タンクの損傷を防いでく
ださい。
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材料の清掃
播種完了時には種子がいくらか残っており、肥料装置を使用し
た場合は、肥料も残っているのが普通です。

このページ以降で種子の清掃について取り上げます。

肥料の清掃は 102 ページ以降です。

種子清掃

ホッパ、ホースライン、およびメーターに種子が残っている可
能性があります。

参照：図 113

製品には、メーター清掃用の 817-811Ca容器 が付属しており、
空気マニホールドの右後方にあるスプリング付きホルダに収
納されています。容器は、メーターとインレット（閉じたスラ
イドゲートまで）内のすべての種子を収納できます。

容器を漏斗に変えて、装置を完全に清掃することができます。

 ホッパはクランプされたホースに接続されており、日常的
な清掃時にラッチを外し、傾けるようにはなっていません。

漏斗の変換

以下の材料と工具が必要です。

• 長さ 11/2 インチの I.D. ホース

• 有効直径約 11/2 ～ 21/4 インチのワーム駆動クランプ

• 歯の細かいハクソーb

漏斗からサンプ を調整します。ホース を漏斗の端にすっぽ
りはめます。クランプ で固定します（締め付けすぎて漏斗の
壁がつぶれないようにします）。

完全な装置清掃は、817-811C を容器または漏斗に使用してい
るかどうかで左右されます。

種子の清掃（容器）

1. ホッパ上部から種子をなるべく多く掻き出すか吸引します。

2. 101 ページに従って、メーターを清掃します。

種子の清掃（漏斗）

1. ホッパのスライドゲートを閉じます（スライドゲートはシ
リアル番号以前のモデルのみ装備）。

2. メーター清掃と同様に漏斗を取り付け（101 ページ）、ホー
スをバケツその他の大型容器に入れます。

3. メーター、インレット、およびホッパが空になるまで、ス
ライドゲートで種子の流れを制御します（スライドゲート
はモデル B1016S-のみ装備）。

a. 漏斗は、ツインロー製品のゲージホイールの左にある条には適合しません。そのような条には、掃除機かタープを使用します。

b. 漏斗の壁は薄い ABS です。シザー型の刃物だと損傷を与える可能性があります。回転式のパイプカット工具だと滑ります。

塵芥および化学薬品残留物 / 煙霧による危険：
保護マスクのほか、種子サプライヤ、種子コーティング剤サプ
ライヤ、および肥料サプライヤが指定するその他の保護装具を
着用してください。清掃時には化学薬品残留物、塵芥、および
煙霧があることを予想してください。

図 113
容器を漏斗に交換する
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メーター清掃

参照：図 115

ファン 817-811C 種子収集アクセサリ（漏斗 ）は、種子メー
ターのハウジングに取り付ければ、清掃時にほかの作業に手を
自由に使えます。

 漏斗は、ツインロー製品のゲージホイールの左にある条に
は適合しません。そのような条には、掃除機かタープを使
用します。

 漏斗との間隙を開けるため、ツインロー製品を上げる必要
があるかもしれません。輸送ロック（24 ページ）を使用
してください（製品を上げる場合）。

1. メーターの種子インレットシャッタを閉じます（79 ペー
ジ）。そうすることでディスク取り外し時の種子量が減り
ます。

2. 防雨カバーを外します（79 ページ）。カバーがあると、漏
斗がはまりません。

3. 漏斗の縁 の左（後部）端を下側（後部）カバーラッチの
耳の上に合わせます。漏斗の縁 の右（前方）端をメー
ターハウジングと種子チューブの間に配置します。

4. 漏斗を前方に回して、縁の中心にあるスロットをメーター
ハウジング底の中央のタブにはめます。

5. 種子を除去します（82 ページ）。

6. 種子シャッタをゆっくり開けて（79 ページ）、スライド
ゲートまで種子を空にします。

7. 種子がホッパに残っていれば、スライドゲートで流量を制
御します。

参照：図 114

8. すべてのブラシから種子を清掃します（市販の掃除機が推
奨される）。

9. ブラシを点検します（104 ページ）。

10. 漏斗を時計回りに回して外し、空にします。

11. 差し迫った作業の場合：次の種子ホイールまたはブランク
ディスク（83 ページ）を作業用に取り付けます。インレッ
トシャッタを次の種子に設定します（79 ページ）。

12. 保管する場合：種子インレットシャッタを閉じます。ディ
スクは外したままにします。Yチューブがあれば閉じます。

13. 防雨カバーを元に戻します（79 ページ）。

シーズン末の清掃では、種子メーター空気除去スクリーンをい
くつか点検してください。清掃が必要であれば、すべての条の
清掃を検討します。

種子チューブの清掃

種子チューブの種子センサは、塵芥、土、種子コーティング剤
で不明瞭になることがあります。それによって低密度アラーム
が発生します。

プランターには種子チューブブラシが付属しています（Great
Plains 部品番号 891-259C）。種子メーターが空なら、種子ディ
スクを外してブラシを上から種子チューブ に差し込みます。
プランターを上げれば、メーターが空であってもなくても、ブ
ラシを下から入れることもできます。

図 114 ブラシ点検 29608
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メーターの代替清掃方法

市販の掃除機に細いホースノズルを取り付けて、メーターの清
掃を行うには、以下の手順に従います。

• 種子シャッタを閉じます。

• メータークランプを解放し、ディスクをメータに対して
保持します。

• ディスク上部をメーターから離すように傾けます。

• ホースノズルを差し込んで、種子を吸い込みます。

• シャッタを開けて、インレットとドロップホース内の種子
が掃除機のノズルに流れるようにします。
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4

図 115
漏斗の配置とはめ込み

29612

12

3

4

4

2018-07-20 目次　　索引 401-651M



YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 整備と潤滑 102
液肥装置の整備

整備、終業時清掃、シーズン末清掃、越冬準備に注意を払うこ
とで、肥料装置の寿命と信頼性を著しく向上させることができ
ます。ポンプの保護、タンク、ストレーナ、ライン、ノズルの
清掃を行うことで、費用と時間のかかる次期の修理を回避する
ことができます。

肥料は通常ステンレス鋼以外の金属にきわめて腐食性があり
ます。保管中に肥料の懸濁液で装置の構成部品が詰まることが
あります。

きれいな水で装置全体を洗浄してください。 洗浄は 後に施肥
した農地で行うか、薬品サプライヤの清掃指示に従い、ほかの
場所で行います。

14. エンドキャップをブームから外し、水でブームを洗いま
す。排水してエンドキャップを交換します。

15. ストレーナを外して、洗浄します。すべてのラインとタン
クから完全に排水して、凍結による損傷を防ぎます。

16. ドロップラインノズルを外します。オリフィスプレートを
清掃します。

17. トラクターへのインレットラインにキャップを付けるか、
塞ぎます。

18. ポンプをポンプサプライヤの説明書に従って洗浄します。
ポンプに RV 不凍液を入れて栓をします。

19. こぼれた肥料を製品から洗い落とします。

タンクの清掃

参照：図 139（143 ページ）または図 140（144 ページ）

1. ポンプに保管用 RV 不凍液が入っていれば、メインセレク
タバルブ を Off か Quick-Fill にして、排出を防ぎます。

参照：図 116

2. 後の施肥した材料をタンクから排出するのに適した場
所または排出液を集積できる場所へ製品を移動します。洗
浄水の得やすい場所が理想です。

3. タンクの蓋を開けます。残量を観察します。特に排出を妨げ
るような大きい付着物、堆積物、異物がないか確認します。

4. 2 タンク装置では、一度に 1 つのタンクを清掃します。

5. ゆっくりタンクの排出ラインバルブ ハンドルを操作し
て、排出エルボ へタンクを開けます（排出エルボ側に
「FLOW」の銘）。

6. タンクを上から水圧で洗浄します。

7. タンクを清掃して排出したら、排出バルブを Off または
Fill/Pump にします。

8. タンクの蓋を閉めます。

図 116
タンク排出ラインバルブ
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考えられる化学薬品による危険 :
薬品メーカーが指定する適正な保護装具を着用してください。
化学薬品の煙霧を長時間吸い込まないようにしてください。薬
品メーカーが指定する保護マスクを着用してください。ある種
の化学薬品によっては重度の火傷、肺臓損傷、および死亡に至
る場合があります。皮膚や目に触れないようにしてください。
事故が起きた場合は、直ちに医師の手当てを受けてください。
事故の場合にすべきことを知ってください。
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乾燥肥料の清掃

農業用化学薬品による危険の可能性 :
ホッパで 後に使用した乾燥肥料用に指定されたすべての保
護装具を着用してください。清掃作業で舞い上がる塵芥で、空
気が有害な化学物質に汚染される可能性があります。

少量の残留肥料の場合：

1. 製品を上げます。

2. 種子が種子ホッパに残っていればまず清掃するか、種子
メーターレンジまたはトランスミッションチェーンを外
します。

3. タープまたは複数の収集容器をアプリケータチューブの
下に配置します。

4. ホッパが空になるまでグラウンドドライブホイール（上前
方）を作動させます。

5. 外部ストレージには、ホースの水でホッパ、メーター、ホー
ス、アプリケータチューブを洗浄します。

肥料の残量が多いか、メーターに流れにくい量の場合、以下の
代替手順に従ってください。

1. 製品を上げます。

2. タープまたは複数の収集容器を製品の前方下に配置します。

機器損傷リスク：
ホッパは一度に 1 つだけ外して空にしてください。シャフトに
繋いだままで複数のホッパを空にしようとすると、マシンが損
傷する可能性があります。2 か 3 つ以上のホッパが同時に繋が
れていると、連結ドライブシャフトが自由になり、落下する可
能性があります。

参照：図 117

3. ホッパ各端のピン がシャフトカプラ に付いているの
で、抜きます。カプラを隣のシャフトに移動します。

参照：図 118

4. 各ホッパの後部にある 2 つのコルター と 2 つのクレード
ルピン を外します。

参照：図 119

5. ホッパの蓋を開けます（36 ページ）。

6. ホッパの各端を 1 人が持って、慎重に前に倒して中身を空
にします。

7. ホッパドライブシャフトを作動させて、メーターを清掃し
ます。

8. ホッパを起こします。後部をピンで固定します。

9. ドライブシャフトを回して、孔とカプラピンを合わせます。
カプラをスライドさせてはめます。ピンを取り付けます。

図 117
ホッパのドライブカプラ
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重い材料の流出による危険：
ホッパを傾けて清掃するには、2 ～ 3 人で行ってください。卸
下中のホッパの真ん前に立たないでください。防塵マスクその
他保護装具を着用してください。中味の入ったホッパは重く、
倒れやすく、制御困難です。急激に空になります。

1 2

図 118
ホッパクレードルピン
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図 119
清掃用に倒したホッパ
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メーターブラシの整備

考えられる化学薬品による危険 :
ブラシの清掃には保護マスクを着用してください。ブラシには
滑石とグラファイトの残留物があり、危険な種子コーティング
剤の残留物もあり得ます。

参照：図 120

HEPA 真空掃除機がブラシの清掃には推奨されます。ブラシの
洗浄は勧められず、毛足がばらつきます。鋭利な道具でこすら
ないでください。

ブラシが過度に摩耗 / 損傷すると、 初の兆候が種子モニタや
空気系統の操作に表れます。

• ブラシの毛足 が摩耗 / 損傷すると、種子の「ダブル」発生
率が上がり、密度が増します。

時おり割れた種子の「ハングアップ」が見られますが、これ
はブラシの整備が必要な兆候ではありません。種子を取り除
くだけでかまいません。

• ストリップブラシ が摩耗 / 損傷すると、空気圧調整が不
安定になり、ファン速度を何度も上げる必要が生じます。

推奨ファン rpm 範囲を超える必要がある場合、メーター
の漏れにより、空気系統の調整に大量の空気が必要となり
ます。

極端な場合、種子がストリップブラシを通って漏れ、密度
にスパイクが生じます。ストリップブラシに種子がよく挟
まる場合、片方か両方とも交換が必要です。

• 種子ドロップブラシ が摩耗 / 損傷すると、静電気防止効
果が薄れて、小粒粒子の落下放出による「スキップ」が生
じ、密度が下がります。

ドロップブラシの溝が明らかに摩耗した場合は、交換して
ください。

図 120 ブラシ 29608
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メーターブラシの交換

パーツマニュアル（ManualP #）に現行の交換部品番号がある
ので、参照してください。

参照：図 121

毛足ブラシの交換

1. 10-24 六角キャップスクリュ と Nylock ナット（図には
ない）を外して、なくさないようにします。

2. 毛足ブラシアクセサリ を外し、新品と交換します。

3. 10-24 スクリュと Nylock ナットを元に戻します。スクリュ
の頭の位置でプレートの遊びがなくなるまで、慎重に各
ナットを締め付けます。

4. ナットをさらに半回転だけ回します。通常の 10-24 トルク
でファスナを締め付けないでください。プレートが破損し
ます。

ストリップブラシの交換

 ブラシホルダを保持している 3 本の 5/16-18 キャップスク
リュ は、どれも緩めず、外さないでください。

1. 大きなマイナスドライバの先をブラシホルダスナップ
スロットに差し込みます。各スナップを時計回りに回し

て、ブラシホルダ を解放します。

2. 落下するドロップブラシ がなくならないように受けと
めます。ブラシホルダを左上にずらして、前端をアンダー
ワッシャ から自由にします。ブラシホルダを外します。

3. 使用済みストリップブラシを下にずらして溝から外し、取
り外します。

参照：図 122

4. ホルダ底の溝に交換用のストリップブラシを差し込み、
ノッチの端 が底になるようにします。

参照：図 121

5. 試しにブラシホルダを再度差し込んで、ストリップブラシ
の位置を確認します。長いブラシの両端は、上部 と後部
下側 のところで、メーターハウジングの溝にしっかりは
め込む必要があります。短いブラシの底の端は、前方下側
のハウジング溝 にしっかりはめ込む必要があります。か
なりの力を掛けないとブラシホルダがはまらない場合、ス
トリップブラシが高すぎるか低すぎると考えられます。

6. ブラシホルダの位置をずらして、ドロップブラシの位置を
変え（下を参照）、ブラシホルダを入れ直します。

7. 底のスナップから始め、スナップ を後ろへ振ってはめ込
みます。
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図 121
ブラシ交換

29719

21

20

11

12

15

13

14

図 122
ストリップブラシノッチ
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種子ディスクの整備

参照：図 123

種子ディスクを取り外すときは、取り外したディスクに過度の
摩耗や損傷がないか点検します。種子の塵芥やコーティング剤
がセルポケット や、ワイパの突起部 沿いに付着しているな
ら、ディスクを清掃して再点検してください。

以下のような場合はディスクを交換してください。

• 欠けが外周 にある。空気が漏れます。

• 端やセルポケット彫り込み面 の欠け。空気が漏れ、シング
レーションに悪影響が及びます。

• ディスクの作業面 に 2 インチ（5 cm）以上の亀裂、また
はサポートウェブや端に向かう亀裂がある。

• 反りによって、ディスクのある部位が種子ドロップブラシ
をしっかり押し付けていない場合（81 ページ）、ディスク
を交換します。

• 摩耗によって、ワイパの突起部がすり減っている場合、
ディスクを交換します。種子ポケットが摩耗しているか、
空気ポケット が大きくなっている場合、ディスクを交換
します。

種子ディスクの清掃と保管

ぬるま湯、中性洗剤、スポンジまたは柔らかいブラシで、付着
物を除去します。

ディスクを洗浄したときは、完全に乾かしてから保管してくだ
さい。

元の輸送用カートンをディスク保管用に取っておいてくださ
い。あるいは端に保管するか（立てかけず）、スピンドルに縦
に重ねて、反りのリスクを避けます。ディスクに種子の残留物
があると、害虫が寄ってきます。乾かしたディスクを完全に
囲って、ネズミの害を予防します。

速度センサのギャップ
参照：図 124

1. 製品を上げます（23 ページ）。ディスクの歯がセンサの中心
線に来るまで、グラウンドドライブホイールを回します。

2. ホイールの歯がセンサの左右の中心線上にあるか確認しま
す。必要なら、ディスクの片側のツバを緩めて調整します。

3. センサの中心線がトランスファシャフトの中心線に向い
ているか確認します。必要なら取り付けボルト を緩めて
調整します。

4. センサ上部と歯付きホイール管のギャップ が 1/16 インチ
（1.6 mm）になっているか確認します。

調整するには、ジャムナット を緩めます。ベースナット
でギャップを調整します。ジャムナットを締め付けます。

考えられる化学薬品による危険 :
ディスクを洗浄するときは、手袋を着用してください。スプ
レーを避けてください。調理場や食器の洗い場でディスクを洗
わないでください。種子ディスクには滑石およびグラファイト
の残留物があり、また危険な種子コーティング剤も残留してい
る可能性があります。ディスクは食洗機で洗浄できますが、食
器にも使用する食洗機は使用しないでください。

図 123
ディスク種子セルとワイパ
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図 124
速度センサのギャップ
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油圧の整備
どの油圧系統でも同じですが、汚染は性能問題や早期摩耗の共
通的な原因です。特に努力して、ホースをトラクターに取り付
ける前に、クイックカプラを清掃し、地面に落とさないように
してください。

高圧液による危害：
油圧ラインを外す前に、圧力を抜いてください。油圧系統の作
業の際は、保護手袋および保護めがねまたはゴーグルを着用し
てください。漏れを確認する場合は紙または段ボールを使用
し、体で触れないでください。圧力のかかった液体が飛散する
と皮膚を突き通し、大怪我をすることがあります。事故が発生
した場合は直ちに、専門医の治療を受けてください。

エア抜きは JIC および NPT 取付具のところでのみ行ってくだ
さい。決して QD（迅速着脱）コネクタではエア抜きを行わな
いでください。ORB 取付具でのエア抜きは避けます。
回路に圧力が残っていると、O-リングが裂けるおそれがあり
ます。

系統汚染リスク：
NPT（NPT：ナショナルパイプスレッド、テーパーねじ）の取
付具を追加または交換するときは、必ず液体パイプシーラント
を使用してください。締め付けすぎによる取付具の破損やテー
プの破片によるフィルタの詰まりを避けるため、プラスチック
シーラントテープは使用しないでください。

オーバトルクおよび漏洩リスク：
JIC（ジョイントインダストリカンファレンス、37° フレア）取
付具は、大きなトルクを必要としません。過度のトルクは漏れ
を招きます。JIC および ORB（O-リングボス）取付具はシーラ
ントを必要としません。

リフト油圧のエア抜き

通常リフト油圧は、出荷前に工場でエア抜きが行われているた
め必要ありません。ただし、リフトを完全に上げた状態にして、
レバーを 1 分間保持する場合や、すべてのシリンダを完全に展
張する場合には必要となります。

リフト装置のエア抜きが必要な場合は、「リフトシリンダのエ
ア抜き」（108 ページを参照）。

マーカー油圧のエア抜き

正しく折りたたむには、マーカー油圧に空気が混入しないよう
にしてください。マーカーの折りたたみがぎくしゃくすると、
動きがなめらかになりません。

マーカーシリンダはメインツールバー内に収納されているの
で、シリンダ取付部でのエア抜きは実際的ではありません。折
りたたみと展張をゆっくりと数回繰り返して、系統内の空気を
除去します。

JIC トルク図表

サイズ フィートポンド N-m

7/16-20 11-12 15-16
1/2-20 15-16 20-22
5/16-18 18-20 24-28
3/4-16 38-42 52-58
7/8-14 57-62 77-85
11/16-12 79-87 108-119
2018-07-20 目次　　索引 401-651M



YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 整備と潤滑 108
リフト装置のリフェーズ

単一播種作業での一般的な使用では、各シリンダのフェーズが
狂うのが普通で、そのため製品の上げ下げが不均一になります。

8 ～ 10 回通過するたびに、リフェーズシリンダを以下の手順
でリフェーズしてください。

 製品を上げ、完全に上がったら、製品の全シリンダが完全に格
納されるまで、油圧レバー/スイッチを数秒間Retractにします。

すべてのシリンダが完全に格納したら、コントロールを瞬間的
にリバース（展張）にして、製品を 12mm（1/2 インチ）下げます。

リフトシリンダのエア抜き

通常リフト油圧は、出荷前に工場でエア抜きが行われているた
め必要ありません。ただし、リフトを完全に上げた状態にして、
レバーを 1 分間保持する場合や、すべてのシリンダを完全に展
張する場合には必要となります。

参照：図 125

リフト装置のエア抜きが必要な場合は、以下の手順に従います。

1. リフト回路油圧図（145 ページ）を参照してください。（右
の図はその一部）

2. トラクター油圧油リザーバーが一杯になっていることを
点検します。油圧を低流速に設定します。

3. 製品を下降します。

4. 3 本の左側リフトシリンダのロッド端（底）にある JIC 取
付具 を緩めます。右側はそのままにしておきます。

5. 緩んだ取付具のそれぞれから液が出てくるまで、リフト回
路を展張します。液が出てきたなら、コントロールレバー
をニュートラルにして、各取付具を締め付けます。

6. 回路を格納します。コントロールレバーをニュートラルに
します。

7. 両シリンダが完全に展張するまで、リフト回路を展張し
ます。

8. 3 本の右側リフトシリンダのベース端（上部）にある JIC
取付具 を緩めます。左側はそのままにしておきます。

9. 緩んだ取付具のそれぞれから液が出てくるまで、回路を格
納します。液が出てきたなら、コントロールレバーを
ニュートラルにして、各取付具を締め付けます。

10. 回路コントロールをニュートラルにして、取付具を締め付
けます。

11. シリンダ間のラインに大量の空気があると疑われる場合
を除き、エア抜きは、通常のリフェーズ作業に依存します。
あるいは ...

12. 左側シリンダ のベース（上部）端にある JIC 取付具を緩
めます。

13. 液が出てくるまでリフト回路を格納します。

14. 回路コントロールをニュートラルにして、取付具を締め付
けます。

15. 回路を数回展張、格納します。

図 125
リフト装置のエア抜き
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駆動ラインのシアピン
参照：図 126

スピロールピン は、メイントランスファシャフトカラー を
トランスミッションシアに接続します（シャフトに過度の応力
がかかった場合）。

潤滑が余り行われず、不適切だと、製品の可動部に結合が生じ
ます。この結合によりスピロールピンが剪断され、ほかの製品
部品に重大な損傷が及ばないようにしています。

マシン損傷 / 不必要な剪断リスク：
スピロールピンは不用意に使用しないでください。シアピンの
代わりに同じサイズのコッターピンを使用してください。強固
なピンは剪断しにくいため、ほかの箇所にもっと深刻な損傷が
生じ得ます。弱いピンはすぐに剪断しがちです。現行のパーツ
マニュアルで、正しい交換用スピロールピンの部品番号を参照
してください。

マーカーの整備（オプション）
以下も参照してください。
「初期マーカー設定（オプション）」（167 ページ）,
「マーカーの操作（オプション）SN+」（48 ページ）および
「マーカーディスクの調整」（58 ページ）

マーカーシアボルトの交換

参照：図 127

マーカーが障害物に挟まったり、ぶつかる場合、シアボルト
が折りたたみ時に倒れて、2 番目のボルトを中心に回り（図

にはなし）、後方に振れるようになっています。

シアボルトは六角キャップスクリュで、5/16-18 x 11/2 インチグ
レード 5（Great Plains 部品番号 802-012C、プラス 5/16-18 ロッ
クナット（Great Plains 部品番号 803-011C）です。

 正確な交換品がすぐに入手できない場合、一時的に
M8x1.25 クラス 8.8 ボルトとナットで代用可能です。

ピボットボルトの反対側の縦の面に交換用のシアボルトを取り
付けます。高いグレードのボルトを使用しないでください。マー
カーがハングアップして、マシンが損傷します。グレードの低
いボルトも使用しないでください。不必要な剪断が生じます。

マーカーグリスシールキャップ

マーカーディスクハブベアリング用のグリスシールキャップ
が損傷 / 脱落しているなら、ハブを分解清掃してください。グ
リスを塗布して組み立て、新品のシールかグリスキャップを取
り付けます。

図 126
トランスミッションシアピン
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図 127
マーカーシアボルト（S/N-）
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図 128
マーカーシアボルト（S/N+）
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チェーンのメンテナンス
チェーンを定期的に点検して潤滑してください。新しいチェー
ンの弛緩は、シーティングのため 初の数時間で増加する傾向
があります。

「チェーンの取り回し」（150 ページ）も参照。

チェーンのたるみ

初めての作業から 8 時間以内に、アイドラ取り付け部位のたる
みを確認し、必要に応じてアイドラを締め付けます。シーズン
ごとにスプリング作動アイドラのたるみを確認します。

参照：図 129。これは、わかりやすくするために
弛みを大きく誇張し、アイドラを省略しています。

1. 許容される弛みの長さ を測定します。
各チェーンの 大スパンの位置を決定してください（通常
はこのスパンはアイドラを通りません）。

2. 理想的な弛緩量を決定してください。
長いチェーン（36 インチ /91cm 超）：

1/4 インチ / フィート短い垂直チェーン
1/4 インチ / フィート（2.1 cm/m）短い水平チェーン
1/2 インチ / フィート（4.2 cm/m）

3. 現在の弛み を測定します。
スパンの中央で、チェーンスパンに直交して動作し、チェー
ンを両方向に動かします。弛緩量は動作の距離です。

4. アイドラを調整して理想的な弛緩量としてください。

チェーンクリップ

チェーンを取り付けるときは、必ずはみ出しを 小限にするよ
うな方向になっていることを確認してください。

参照：図 130（矢印はチェーンの進行方向を示す）

クリップは、開いた方の端部をチェーンの走行方向（グレーま
たはストライプの矢印でチェーン経路図に表示）と逆向きに設
置してください。

メータードライブチェーン

参照：図 131 （図は製品を上げたところ）

定期的な潤滑を行うときに、チェーンの状態を確認してくださ
い。潤滑しても固着したもつれが元に戻らないときは、チェー
ンを交換してください。

シーズンごとの点検を行うときに、 製品を下げて、チェーンの
アイドラスプリングテンションを 小にします。

アイドラスプリングの長さ をピンの外側から外側まで計測
し、少なくとも以下の長さ以上であることを確認します。

7.0 インチ（17.8 cm）

スプリングをアイドラアセンブリ から持ち上げて外します。
アイドラアセンブリが自由に回るか確認します。スプリングを
元に戻します。

チェーンクリップの向きを確認します。チェーンがシャンクア
イドラ に届いているか確認します（157 ページを参照）。

図 129
チェーン弛緩の測定
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図 130
チェーンクリップの向き
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図 131
25AP メータードライブチェーン
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スプレッダとスクレーパ
 すべての条ユニットシリーズに該当します。

参照：図 132

1. サイドゲージホイールをアームから外して、条ユニット
ディスクとスクレーパに手が届くようにします。

2. ユニットを上げて、ブレードスプレッダ に摩耗がないか
確認します。スプレッダの幅が 1/2 インチ（13 mm）以下
であれば交換します。交換するには、ディスクブレード

を外し、ロールピン を抜いて、新品のスプレッダを取
り付けます。

3. ディスクブレードを元に戻すときは、2 個のシム を各ブ
レードのベアリングとシャンクの間に入れてください。ボ
ルトを締め付けます。

4. ブレード間のコンタクトを確認し、必要に応じてシムの数
を調整します。余分のシムはブレードの外側に保管しま
す。「オープナディスクの接触領域」（76 ページ）を参照。

5. 外側のディスクスクレーパ がディスクブレードから泥
を落とせるようになっているか確認します。必要に応じて
スクレーパを曲げるかねじって、ブレードにぴったり合わ
せます。作業を 200 エーカー行うごとに、外側スクレーパ
の調整と摩耗を確認します。必要なら外側スクレーパを交
換してください。

 摩耗したディスクでは、ワッシャの数を少なくできます。

図 132: 25AP
スプレッダとスクレーパ
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 ブレードスプレッダがホルダおよびブレードとブレード
の間である程度緩むのは普通にあることです。ある程度の
緩みは適正な動作上必要です。
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条ユニットサイドホイール
参照：図 133

1. オープナのサイドホイールを地面から持ち上げます。 タイ
ヤを揺すってガタがないか確認します。ホイールを回し
て、ベアリングにごろつきがないか確認します。ごろつき
がある場合は点検し、必要なら交換します。

2. サイドホイールは工場でプリセットされています。正常な
摩耗により調整が必要で、ホイールをディスクに近づける
必要があります。詰まりを防ぐため、クランプボルト を
緩め、アームを奥にずらして、サイドホイールとディスク
ブレード間のギャップを取ります。さらに調整が必要な
ら、ステップ 3 に進みます。

3. ボルト とホイール を外します。シム をホイール の
奥側から外して、ホイールの外側に置きます。外したシム
は、必ず外から内に向けて配置してください。取り付け後、
ホイールは自由に回転し、カーブでアームに当たってはな
りません。必要以上のシムを追加しないでください。

4. サイドゲージホイールアーム をユニットから分解しま
す。ブッシング をスリーブ から外して、摩耗がないか
確認します。必要ならブッシングを交換します。

5. サイドゲージホイールを再取り付けするときは、六角調整
タブ をブッシングのノッチに合わせます。ボルトを交換
して、締め付けます。

6. サイドゲージホイールを調整します。「サイドゲージホ
イールの調整」（77 ページを参照）を参照

種子フラップの交換
参照：図 134

種子フラップ を交換するには、ラジオペンチまたは類似の工
具を使って、フラップの「T」型の上部を掴みます。フラップ
を上に引き上げて、金属製のブラケット から引き抜きます。

新しい種子フラップ  をフラップが定位置にはまり T 字の
トップがブラケット上に置かれるまで、メタルブラケット  の
下に押してください。

先のとがった物による危害：
この部位で作業するときは注意してください。ディスクのエッ
ジは鋭利です。

図 133
サイドゲージホイールのシム

21894
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図 134
種子チューブフラップ
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潤滑

オープナサイドホイールブッシング

各条ユニットの両側（各条 2 か所）

潤滑剤の種類：グリス
量：グリスが現れるまで

ゲージホイールモジュール前方ピボット

製品ごとに 4 モジュール
ピボットごとに 1 グリスニップル：
計 4

潤滑剤の種類：グリス
量：グリスが現れるまで

肥料ポンプベアリング（オプション）

ピボットごとに 2 グリスニップル：
計 2 枚

潤滑剤の種類：グリス
量：グリスが現れるまで

JohnBlue 説明書でポンプの整備を参照。

8

50
34208

21960

10

15052

10
29990
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肥料ポンプクランクシャフト（オプション）

充填口ごとに 2 回点検

潤滑剤の種類：SAE 90 EP ギアオイル
量：容量 8 オンス

JohnBlue 説明書でポンプの整備を参照。

マーカー（オプション）

マーカーごとに 4 グリスニップル
2 マーカー：
全 8 か所

潤滑剤の種類：グリス
量：グリスが現れるまで

VantageI コルターハブ（オプション）

コルターあたり 1 グリスニップル
全 4 ～ 16 か所

潤滑剤の種類：グリス
量：グリスが現れるまで

10

29990

10

25474 25475

10

13245
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チェーン：コンタクトドライブ

1 チェーン

潤滑剤の種類：チェーン潤滑油
量：完全にコートしてください

 湿気の恐れがある場合はいつでも、また、播種時期の終わ
りの保管の前は潤滑してください。

チェーン：液肥ドライブ（オプション）

2 チェーン

潤滑剤の種類：チェーン潤滑油
量：完全にコートしてください

 湿気の恐れがある場合はいつでも、また、播種時期の終わ
りの保管の前は潤滑してください。

チェーン：肥料ドライブ（オプション）

3 チェーン

潤滑剤の種類：チェーン潤滑油
量：完全にコートしてください

 湿気の恐れがある場合はいつでも、また、播種時期の終わ
りの保管の前は潤滑してください。

必要に応じて

29893

必要に応じて

32047

必要に応じて

31841
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チェーン：メータードライブ

各メーター 1 チェーン

潤滑剤の種類：チェーン潤滑油
量：完全にコートしてください

 湿気の恐れがある場合はいつでも、また、播種時期の終わ
りの保管の前は潤滑してください。

チェーン：レンジドライブ

1 チェーン

潤滑剤の種類：チェーン潤滑油
量：完全にコートしてください

 湿気の恐れがある場合はいつでも、また、播種時期の終わ
りの保管の前は潤滑してください。

チェーン：トランスミッションドライブ

1 チェーン

潤滑剤の種類：チェーン潤滑油
量：完全にコートしてください

 湿気の恐れがある場合はいつでも、また、播種時期の終わ
りの保管の前は潤滑してください。

必要に応じて

29616

必要に応じて

29893

必要に応じて

29884
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VantageI コルターピボット（オプション）

グリスバンク：
コルターあたり 1 グリスニップル
全 4 ～ 16 か所

潤滑剤の種類：グリス
量：グリスが現れるまで

グラウンドドライブホイールハブ

各 ベアリング鋳造部で 1 グリスニップル
計 4

潤滑剤の種類：グリス
量：抵抗を感じるまで

シーズンごと詰め直し

条クリーナベアリング（オプション）

ホイールごと 1 グリスニップル、条ごとに 1 または 2 ホイール

潤滑剤の種類：グリス
量：抵抗を感じるまで

シールの損傷を防ぐため、グリスを高圧で加えないこと。

20

50

27215

29885

50

27342
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ゲージホイールハブ

スピンドルごとに 1 グリスニップル
計 4

潤滑剤の種類：グリス
量：抵抗を感じるまで

マーカー：ディスクハブ

4 ベアリング：各マーカー 2 レース

潤滑剤の種類：グリス
量：詰め直し

Vantage II：ピボットとハブ

1 ピボットグリスニップル、1 ハブグリスニップル：
コルターごとに 2 か所

潤滑剤の種類：グリス
量：抵抗を感じるまで

シール損傷リスク：
過度のポンプ圧をかけないでください。グリスが出てくるまで
ポンピングしないでください。

季節ごと

29883

季節ごと

16489

季節ごと

11158
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種子潤滑剤
Great Plains 計量装置の性能を 大限に活用するには、「Ezee
Glide Plus」または Bayer Seed Fluency Agent の使用が不可欠
です。

Ezee Glide Plus Talc+G グラファイトミックス

Ezee Glide Plus潤滑剤 “Ezee Glide Plusはすべての種子に適し
ていますが、特にコーティング種子や接種種子に向いていま
す。ただし滑石およびグラファイト混合物が禁じられているも
のは例外です。種子と潤滑剤を十分に混ぜ合わせる必要があり
ます。

推奨使用法：

ミロ、綿、ヒマワリ以外のクリーン種子には、種子 4 ブッシェ
ルまたは単位（170 ml/100L）に対して 1 カップの Ezee Glide
Plus 滑石を振りかけます。

ミロ、綿、ヒマワリには、その 2 倍にして、種子 2 ブッシェル
または 2 単位に対して 2 杯（以上）にします（335 ml/100L）。

キャノーラまたはカラシには、30 ポンド（13.6 kg）袋に対し
て 1 杯（240 ml）が 小開始値になります。種子積載時、早め
に種潤滑剤を混ぜてください。極端に乾いている場合は、さら
に潤滑油を足します。

この率は必要に応じて加減し、すべての種子が潤滑されてはい
ても、ホッパの底に潤滑剤が溜まらない程度にしてください。

過度にコーティングされた種子や、高湿度の播種条件では、必
要に応じて量を増やし、計量動作が円滑になるようにします。

刺激および慢性曝露による危険：
手袋を着用してください。手や体の一部で種子と潤滑剤を混合
しないでください。移動や混合を行うときは、保護マスクを着
用してください。潤滑剤の塵芥を吸い込まないでください。急
性の危害はありません。高濃度では、目や皮膚を刺激します。
どの鉱物の流出も同じですが、清掃時の塵芥を極力抑えてくだ
さい。長期間吸引すると、肺が損傷します。製品は、濡れると
滑りやすくなります。

Bayer Seed Fluency Agent

この薬剤は、特定地域の特定作物に使用が義務づけられていま
す（カナダのコーンおよび大豆など）。その他の地域では、大
粒種子用に Ezee Glide Plus に代用することができます。キャ
ノーラやミロなどの小粒種子には推奨できません。

バケツに付属した資料を参照して、推奨使用量を確認してくだ
さい。推奨量を超過すると、正確な計量に悪影響が及びます。

塵芥および爆発による危険：
この粉末を種子と混ぜるときは、塵芥に曝露しないようにして
ください。発火源のある閉めきった場所では、塵芥が出ないよ
うにしてください。特定の濃度になると爆発するおそれがあり
ます。詳細は説明資料と SDSa を参照してください。

821-069C バケツ、5 ガロン（19L）

29248

36369

821-074C 滑粉、ケース量

821-075C 滑粉、シングル 4.4 ポンドバケツ

a. SDS：Safety Data Sheet（安全データシート）、以前の Material Safety Data Sheet（MSDS：材料安全データシート）
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オプション

液肥装置
液肥装置には、支持フレーム ×1、タンク ×1 または 2、駆動装
置（既存のグラウンドドライブで駆動）、ストレーナ、
CDS-JohnBlue ピストンポンプ、リリーフバルブ / 圧力ゲージ、
ブーム、ノズル、オリフィスプレートサイズ 28/34/48、および
条へのドロップラインが含まれます。

装置は工場で取り付けられますが、別途ライン品目として注文
します。

 

「液肥の操作（オプション）」（40 ページ）を参照。

乾燥肥料装置
乾燥肥料装置には支持フレーム、駆動装置、コルターと 2 つの
ホッパをつなぐホース（YP425A）3 つのホッパ（YP625A）ま
たは 4 つのホッパ YP825A）が含まれます。

装置はマシンと同時に受注した場合、工場で取り付けられます
が、別途ライン品目として注文します。

タイプ
該当モデル：（YP425A s/n B1008N-）

（YP625A s/n B1043Q-）（YP825A s/n B1014S-）
注文番号

YP425A 液肥キット 407-267A

YP625A 液肥キット 407-268A

YP825A 液肥キット 407-269A

タイプ
該当モデル：（YP425A s/n B1009N+）

（YP625A s/n B1044Q+）（YP825A s/n B1015S+）
注文番号

YP425A 液肥キットワイド 407-522A

YP625A 液肥キットワイド 407-523A

YP825A 液肥キットワイド 407-558A

818-344C
RUPTURE.

10-W-30 OIL TO
PREVENT DIAPHRAM

KEEP FILLED WITH

29991

(YP425A s/n B1008N-)
(YP625A s/n B1043Q-)
(YP825A s/n B1014S-)

31967

(YP425A s/n B1009N+)
(YP625A s/n B1044Q+)
(YP825A s/n B1015S+)

タイプ 注文番号

YP425 乾燥肥料キットシングル 407-457A

YP625 乾燥肥料キットシングル 407-459A

YP825 乾燥肥料キットシングル 407-460A

YP425 乾燥肥料キットワイドシングル 407-430A

YP625 乾燥肥料キットワイドシングル 407-431A

YP825 乾燥肥料キットワイドシングル 407-447A

31654
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肥料 オリフィスプレート

マニホールド装置にはサイズ 28、34、および 48 のプレートが
含まれます。ほかのプレートを注文するには、下の部品番号を
使用してください。条ユニットごとに 1 つご注文ください。

高率ドリブラ

ドリブラは、プレスホイールの後ろの閉じた畝のやや横に液肥
を散布します。ツインロー用に、左右がオフセットされたドリ
ブラが利用可能です。条ごとに 1 つご注文ください。

デュアルシーケンスマーカー
マーカー装置には油圧シリンダ、左右のマーカーアームとマウ
ントのほか、どちらの側をどの速度で作動させるかを制御する
自動シーケンスバルブが含まれます。マーカー装置にはトラク
ターリモートが必須です。

装置は工場で取り付けられますが、別途ライン品目として注文
します。

「マーカーの操作（オプション）SN+」（48 ページ）を参照。

29984

20 832-052C 0.020 in 0.20 mm2
28* 832-056C 0.028 in 0.40 mm2
34* 832-053C 0.034 in 0.59 mm2
48* 832-054C 0.048 in 1.17 mm2
59 832-057C 0.059 in 1.76 mm2
80 832-055C 0.080 in 3.24 mm2
98 832-059C 0.098 in 4.87 mm2

29993* 

オプションパッケージ 部品番号

肥料ドリブラアセンブリ、右 204-131A

肥料ドリブラアセンブリ、左 204-132A

27174

タイプ 注文番号

4-30 PT プランター平たたみ込みマーカー 113-837A

6-30 PT プランター平たたみ込みマーカー 113-838A

8-30 PT プランター平たたみ込みマーカー 113-839A

29872
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ヒッチ
YP425A、YP625A、および YP825A ドリルの注文時にヒッチ
を 1 台選択します。それぞれにファスナが完備しています。他
の農地に合わせて、追加のヒッチを注文します。ヒッチ取り付
けボルト / ナットが付属しています。

 種子潤滑剤

「種子の積載」（27 ページ）を参照。
「種子潤滑剤」（119 ページ）を参照。

容器の清掃
容器が 1 つ製品に付属しています。下表の部品を追加 / 交換用
にご注文ください。

「漏斗の変換」（100 ページ）を参照。
「メーター清掃」（101 ページ）を参照。

種子チューブブラシ

ブラシ 1 つが製品に付属しています。下表の部品を追加 / 交換
用にご注文ください。

「種子チューブの清掃」（101 ページ）を参照。

タイプ
注文

オプション
部品番号

クレビス （60） 401-825A

シングルストラップ （61） 401-826A

タイプ 注文番号

Ezee Glide Plus 滑石 + グラファイトミックス
（5 ガロン /19L 容器）

821-069C

滑粉、ケース量 821-074C

滑粉、シングル 4.4 ポンドバケツ 821-075C

34594

2

1

1

2

29248 36369

タイプ 注文番号

AIR METER CLEAN OUT FUNNEL
（空気メーター清掃漏斗）

817-811C

29992

タイプ 注文番号

 SEED TUBE CLEANER BRUSH
（種子チューブ清掃ブラシ）

891-259C

34089
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フレーム搭載条アクセサリ
フレーム搭載条アクセサリを使用するには、肥料装置かフレー
ムアタッチメントチューブが必須です。

フレームアタッチメントチューブ

このキットは、肥料のない製品のフレーム搭載アクセサリに必
須です。肥料のある製品用には、このキットを注文しないでく
ださい。

製品と同時に注文すれば、キットは工場で取り付けます。

フレーム搭載条クリーナ

Terra-Tine™

これらの条クリーナはフレーム搭載用として利用でき、フレー
ム搭載 Vantage-I コルターに取り付けるか、スタンドアローン
で使用します。肥料またはフレームアタッチメントキットが必
須です。

条ごとに 1 つご注文ください。

作業を行うには、「Terra-Tine™ の調整」（66 ページ）を参照。

タイプ 注文番号

YP425 フレーム搭載アタッチチューブアセンブリ 407-284A

 YP625 フレーム搭載アタッチチューブアセンブリ 407-285A

YP825 フレーム搭載アタッチチューブアセンブリ 407-286A

Terra-Tine 部品番号

Vantage-I 搭載 407-052A

スタンドアローン 407-051A

29868

18400
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フレーム搭載コルター

フレーム搭載コルターは、通常ユニット搭載コルターと互換性が
ありません。ただしフレーム搭載コルターが「ゾーン」コルター
として使用され、条からオフセットされている場合は別です。

Vantage I コルター

Vantage I はディスクコルターで、液肥アプリケータが付いてい
ます。取り付けをゾーン用またはインロー用に調整可能です。

取り付けには肥料またはフレームアタッチメントキットが必
須です。アプリケータの使用には、肥料装置（またはユーザが
用意した装置）が必須です。

条またはゾーンごとに 1 つご注文ください。ツインロー用に左
右を交互に入れ替えてください。

17 インチコルターブレード

Vantage II コルター

Vantage II はフレーム搭載コルターで、真っ直ぐな 18 インチブ
レード、サイドマウント深度ゲージホイール、およびトレーリ
ングアプリケータチューブ（液肥インサート付き）が付いてい
ます。取り付けをゾーン用またはインロー用に調整可能です。

取り付けには肥料またはフレームアタッチメントキットが必
須です。アプリケータの使用には、肥料装置（またはユーザが
用意した装置）が必須です。

条またはゾーンごとに 1 つご注文ください。これらのコルター
は、ツインローでの「ゾーン」使用にのみ適しています。

18 インチコルターブレード

ストレート（フラット）コルターブレードのみ Vantage II で使
用してください。

Vantage I 部品番号

右用（ターボコルター付き） 407-262A

左用（ターボコルター付き） 407-263A

右用（フルートコルター付き） 407-270A

左用（フルートコルター付き） 407-271A

Vantage I 部品番号

フルートブレード（3/4 インチウェーブ） 820-082C

フルートブレード（5/8 インチウェーブ） 820-116C

ターボブレード（5/8 インチウェーブ） 820-156C

タイプ 部品番号

 VANTAGE II 左（液体） 407-265A

 VANTAGE II 右（液体） 407-264A

タイプ 部品番号

シングルベベル 18 コレクターブレード 820-093C

22951

別のアプリケータ、オフセットマウント、アプリケータなしのフレー
ム搭載コルターが入手可能です。特殊な用途については、Great Plains
ディーラーにご相談ください。

11160
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条搭載アクセサリ

 ロックアップピン

条をシャットオフする場合、使用しない条ユニットをロック
アップすると、不必要な摩耗を抑えることができます。ツイン
ロー製品には、標準でリア条ごとにロックピンが 1 つ付属して
います。交換用ピンや他の製品モデルは、条ユニットロック
アップごとに 1 つご注文ください。

「条ユニットのシャットオフ」（82 ページ）を参照。

硬質条クリーナ

オプションの Martin 条クリーナはユニット搭載で、以下のいず
れかです。

• ユニット搭載アセンブリ（ ）を使用する
「スタンドアローン」

• UMC コルターディスクマウントブラケットに追加
（ 、ディスクありまたはなし）

ツインロー製品と狭い条間隔は、左右のクリーナハブが交互に
方向が変わり、シングルホイールユニット搭載条クリーナにの
み対応しています。

コルター搭載（コルターが必須）：

スタンドアローン（マウントを含む）：

作業を行うには、以下を参照してください。
「ユニット搭載クリーナの調整」（73 ページ）

タイプ 部品番号

ピンヒッチ 1 X 6 ヘアピン付き 805-033C

コルターマウント RC キット 部品番号

シングル、2 左、2 右（4 条） 207-223A

シングル、4 左、4 右（8 条、4 ツイン） 207-205A

シングル、3 左、3 右（6 条） 207-227A

シングル、6 左、6 右（12 条、6 ツイン） 207-228A

シングル、8 左、8 右（16 条、8 ツイン） 207-212A

ダブル、4 条 207-225A

ダブル、6 条 207-231A

ダブル、8 条 207-233A

スタンドアローン RC キット 注文番号

シングル、2 左、2 右（4 条） 207-222A

シングル、4 左、4 右（8 条、4 ツイン） 207-224A

シングル、3 左、3 右（6 条） 207-229A

シングル、6 左、6 右（12 条、6 ツイン） 207-230A

ダブル、4 条 207-226A

ダブル、6 条 207-232A

ダブル、8 条 207-234A

27226

2734521

207-21xKキットと207-09xSキットにはマニュアルが付いてい
ません。

条クリーナ 部品番号

UMRC デュアルホイール 207-213K

UMRC 左シングルホイール 207-215K

UMRC 右シングルホイール 207-216K

UMC-RC デュアルホイール 207-098S

UMC-RC 左シングルホイール 207-092S

UMC-RC 右シングルホイール 207-093S

RC 取り付け / 使用 / パーツマニュアル 204-085M-A

1

2
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ユニット搭載ディスクコルター

オプションのユニット搭載ディスクコルターには、15 インチフ
ルートブレード付きと 15 インチターボブレード付きがありま
す。ユニットマウントとブレードが付いた完全なコルターには
以下のものがあります。

コルターブレード

交換用 /代替ブレード（条ごとに1枚）には以下の物があります。

「UMC コルター調整」（74 ページ）を参照。

内側ディスクスクレーパ

湿って粘着性のある土壌で播種する場合、これらのスクレーパ
は付着防止に便利で、使用しなければオープナディスクの性能
が低下します。

このスクレーパは、Seed-Lok® 種子ファーマーを取り付けてい
ると使用できません。種子フラップおよびオプションの
Keeton® 種子ファーマーに対応しています。

スクレーパの取り付けは 171 ページを参照してください。スプ
リング式カーバイドスクレーパは調整不要です。

タイプ 部品番号

4 マウント、15 インチフルート（4 条） 204-171A

4 マウント、15 ターボ（4 条） 204-173A

6 マウント、15 インチフルート（6 条） 204-175A

6 マウント、15 ターボ（6 条） 204-176A

8 マウント、15 インチフルート（8 条、4 ツイン） 204-172A

8 マウント、15 インチターボ（8 条、4 ツイン） 204-174A

12 マウント、15 インチフルート（6 条） 204-552A

12 マウント、15 インチターボ（8 条） 204-553A

16 マウント、15 インチフルート（8 ツイン） 204-551A

16 マウント、15 インチターボ（8 ツイン） 204-554A

15 インチターボパッケージ 部品番号

フルート、15 インチ（50 フルート） 820-331C

ターボ、15 インチ（20 フルート） 820-327C

ストレート、14 インチ 820-259C

タイプ 部品番号

内側スクレーパ 122-278S

29124

25299

29185
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ディスク種子メーターディスク

Air-Pro® は多様な種子ディスクのほか、条シャットオフ用特殊
ブランクディスクに対応しています。以下から選択可能です。

ゲージホイールスクレーパ

湿って粘着性のある土壌で播種する場合、これらのスクレーパ
は付着防止に便利で、使用しなければ播種が浅くなります。

ホイールごとに 1 つご注文ください（オープナごとに 2 つ）。

スクレーパは、既存の取付具を使用して、深度ホイールアーム
のリア側底に取り付けます。スクレーパのスロットは、下側グ
リス注入口をクリアできるだけ長く、ホイールとスクレーパの
摩耗に応じて調整できるようになっています。

作業を行うには、以下を参照してください。
「ゲージホイールスクレーパの調整」（78 ページ）

メーターディスク 部品番号

キャノーラ、150 セル 837-148C

キャノーラ、250 セル 817-991C

コーン、024 セル（大粒、平粒） 817-836C

コーン、024 セル（大粒、丸粒） 817-794C

コーン、024 セル（中粒） 837-126C

コーン、024 セル（小粒、丸粒または平粒） 817-795C

コーン、040 セル（大粒、平粒） 817-838C

コーン、040 セル（大粒、丸粒） 817-796C

コーン、040 セル（中粒） 837-127C

コーン、040 セル（小粒、丸粒または平粒） 817-797C

綿、060 セル 817-857C

綿、ヒルドロップ、12 セル 837-186C

食用豆、56 セル（大粒） 817-967C

食用豆、60 セル（中粒） 837-065C

ミロ、ペレット状テンサイ、30 セル 837-057C

ミロ、065 セル 817-849C

ミロ、130 セル 817-800C

大豆、084 セル 817-798C

大豆、168 セル 403-551D

ヒマワリ、024 セル 817-851C

容積式 No. 1、84 セル 817-867C

ホイールスクレーパ 部品番号

21/2 インチ（6.4 cm）スクレーパ 404-194D

3 インチ（7.6 cm）スクレーパ 404-195D

4 インチ（10.2 cm）スクレーパ 404-196D

29594

「種子メーターの設定と調整」（79 ページ）を参照。

メーターディスク 部品番号

ブランク、000 セル 817-841C

25298
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種子ファーマー

YP425A、YP625A、および YP825A 製品には、条ユニットバ
ンドルを選択する必要があり、それには種子フラップ、
Keeton®、Seed-Lok® の 3 つがあります。同時に取り付けるこ
とができる種子ファーマーは 1 タイプのみです。条ごとに 1 つ
ご注文ください。

Seed-Lok® 種子ファーマー

作業を行うには、以下を参照してください。
「種子ファーマーの調整」（85 ページ）

Keeton® 種子ファーマー

Keeton® 種子ファーマーは低量肥料デリバリに対応していま
す。これを使用するには、オプションの液肥装置（121 ページ）
も必須です。

作業を行うには、以下を参照してください。
「種子ファーマーの調整」（85 ページ）

条ユニットプレスホイール

Yield Pro 製品には、選ばれたプレスホイールが含まれています。
追加のホイールが入手可能で、そのすべては農地設置型です。

ホイールにはしばしば地域限定のものがあるため、本説明書に
はキットの部品番号は掲載していません。Great Plains ディー
ラーにご相談ください。

作業を行うには、以下を参照してください。
「プレスホイールの調整」（86 ページ）

タイプ 部品番号

25 シリーズ Seed-Lok® キット
（オープナごと）

404-093K

タイプ 部品番号

Keeton® 種子ファーマー（オープナごと） 890-840C

25293

28316

29331
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PTO ポンプキット

継続的に十分なオイル流量を供給できるリモートの数が足り
ないトラクターには、機械式 Power Take-Off（PTO）を介して、
ファンとオプションの油圧種子ドライブモータを作動させる
キットを利用することができます。

以下のいずれかには 1000 rpm PTO が必要となります。
13/4 インチ（44.5 mm）20 スプラインシャフト
13/8 インチ （35 mm）21 スプラインシャフト

キットとカプラをそれぞれ 1 つご注文ください。

PTO キットの操作と取り付けは、各キットに付属するマニュア
ル 401-885M に記載されています。

カプラキット

参照：図 135、液肥と乾燥肥料オプションを
区別してください。

どのキットでも、取り付ける前に作業機名構成とシリアル番号
プレート（正確なモデル番号）を点検してください。

YP425A 互換キット

YP625A 互換キット

YP825A 互換キット

カプラ 部品番号

1 3/4 - 20 PTO カプラ 826-778C

1 3/8 - 21 PTO カプラ 401-846A

YP425A 作業機名
PTO ポンプキット

540 rpm 1000 rpm

YP425A（PT）乾燥肥料 s/n B1005M+ 401-847A 411-165A

YP425A（PT）液肥 401-848A 411-166A

YP425A（PT）肥料なし 401-846A 411-164A

P625A 作業機名
PTO ポンプキット

540 rpm 1000 rpm

YP625A（PT）乾燥肥料 401-847A 411-165A

YP625A（PT）液肥 401-849A 411-167A

YP625A（PT）肥料なし 401-846A 411-164A

YP825A 作業機名
PTO ポンプキット

540 rpm 1000 rpm

YP825A（PT）乾燥肥料 401-847A 411-165A

YP825A（PT）液肥 401-849A 411-167A

YP825A（PT）肥料なし 401-846A 411-164A
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図 135
上部：液肥作業機名

底部：乾燥肥料作業機名

29909
31794
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ファンモータの互換性

YP425/625/825A シングルセクション PTO ポンプキットには、
2 ポートファン油圧モータ（ケースドレインなし）が必須です。
旧型作業機名には 3 ポートファン油圧モータ（ケースドレイン
付き）があり、ファンを更新しないかぎり、PTO キットを取り
付けられません。

作業機名 シリアル番号を確認するか、ファンを点検してくださ
い。3 ポートファンの付いた作業機名は、以下のとおりです。

作業機名 が 3 ポート / ケースドレインファンモータなら、ファ
ン更新キットを 1 セット注文してください。:

このキットの取り付け指示は、シングルセクション PTO ポン
プキットの指示と一緒に記載されています。

作業機名モデル シリアル番号（以下とそれより前の番号）

YP425A B1008N

YP625A B1043Q

YP825A B1014S

キット 部品番号

YP4、6、8 ファン更新 401-956A

3

図 136
上部：旧型 3 ポートファンモータ

底部：現行型 2 ポートモータ

29781
31754

A Port

B Port

2

A ポート

B ポート
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付録 A - 参考情報

仕様と容積

YP425A シングルローデータ

モデル
YP425A

-0470
YP425A

-0430
YP425A

-0436
YP425A

-0438
YP425A

-0440

条数 4 4 4 4 4

条間隔 70 cm 30 in 36 in 38 in 40 in

幅、マーカーなし 306.1 cm 10 ft. 0.5 in. 15 ft. 0.5 in.

幅、マーカーあり 342.9 cm 11 ft. 3 in. 16 ft. 3 in.

スパン（条端間） 210.0 cm 90 in 108 in 114 in 120 in

作業幅（経路幅） 280.0 cm 120 in 144 in 152 in 160 in

種子モニタ 種子モニタ、監視対象 *：諸機能

種子容量（3.0 bu ホッパ） 424 L 12.0 bu

種子容量（1.6 bu ホッパ） 225.5 L 6.4 bu

種子容量（1.2 bu ホッパ） 169.1 L 4.8 bu

肥料容量、液体 757.1 L 200 gal.（1 x 200）
肥料容量、乾燥 509.7 L 18 cu-ft（2 x 9）
長さ、肥料なし 408.5 cm 13 ft 6 in

長さ、肥料なし 488.3 cm 16 ft 0 in

全高 147.3 cm 4 ft 10 in

輸送高 198.1 cm 6 ft 6 in

輸送クリアランス 35.56 cm 14 in

適応トラクタ馬力 1 55 - 65 kW 75 - 85 hp

ヒッチ 牽引型

必要油圧回路 リモート ×2 または 3、センター閉、2250 psi、14gal/min
重量（空、ベース）2 1133.0 kg 2500 lb

重量（ 大積載時）3 2676.2 kg 6900 lb

輸送タイヤサイズ 8R19.5 LT

オープナ下げ圧 140 ～ 250 kg 305 ～ 545 lbs
オープナトラベル（上～下） 25.4 cm

オープナ深度範囲 0 ～ 8.9 cm 0 ～ 3.5 in
1. 必要な出力は条件と作業により大きく異なります。

2. 肥料、マーカー、コルター、条クリーナ、積載材料なし

3. 取り付けオプションにより重量は数千ポンドの差が生じる。輸送の項目を参照のこと。

* 以下の機能は監視対象外：ファン rpm、ホッパレベル、作業機リフト、マニホールド圧
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YP425A ツインローデータ

モデル
YP425A
-08TR70

YP425A
-08TR36

YP425A
-08TR38

YP425A
-08TR40

条数 8（4 ツイン） 8（4 ツイン） 8（4 ツイン） 8（4 ツイン）

条間隔 30 in 36 in 38 in 40 in

幅、マーカーなし 10 ft 0.5 in 15 ft 0.5 in

幅、マーカーあり 11 ft 3 in 16 ft 3 in

スパン（条端間） 90 in 108 in 114 in 120 in

作業幅（経路幅） 120 in 144 in 152 in 160 in

種子モニタ 種子モニタ、監視対象 *：諸機能

種子容量（3.0 bu ホッパ） 24.0 bu

種子容量（1.6 bu ホッパ） 12.8 bu

種子容量（1.2 bu ホッパ） 9.6 bu

肥料容量、液体 200 gal.（1 x 200）
肥料容量、乾燥 18 cu-ft（2 x 9）
長さ、肥料なし 13 ft 6.in

長さ、肥料なし 16 ft 0 in

全高 4 ft 10 in

輸送高 6 ft 6 in

輸送クリアランス 14 in

適応トラクタ馬力 1 110 - 120 hp

ヒッチ 牽引型

必要油圧回路 リモート ×2 または 3、センター閉、2250 psi、14gal/min
重量（空、ベース）2 3400 lb

重量（ 大積載時）3 8700 lb

輸送タイヤサイズ 8R19.5 LT

オープナ下げ圧 305 ～ 545 lbs
オープナトラベル（上～下） 10 in

オープナ深度範囲 0 ～ 3.5 in
1. 必要な出力は条件と作業により大きく異なります。

2. 肥料、マーカー、コルター、条クリーナ、積載材料なし

3. 取り付けオプションにより重量は数千ポンドの差が生じる。輸送の項目を参照のこと。

* 以下の機能は監視対象外：ファン rpm、ホッパレベル、作業機リフト、マニホールド圧
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YP625A シングルローデータ

モデル
YP625A

-0670
YP625A

-0630
YP625A

-0636
YP625A

-0638
YP625A-

0640

条数 6 6 6 6 6

条間隔 70.0 cm 30 in 36 in 38 in 40 in

幅、マーカーなし 458.5 cm 15 ft 0.5 in 20 ft 0.5 in

幅、マーカーあり 495.3 cm 16 ft 3 in 21 ft 3 in

スパン（条端間） 350.0 cm 150 in 180 in 190 in 200 in

作業幅（経路幅） 420.0 cm 180 in 216 in 228 in 240 in

種子モニタ 種子モニタ、監視対象 *：諸機能

種子容量（3.0 bu ホッパ） 634 L 18 bu

種子容量（1.6 bu ホッパ） 338.3 L 9.6 bu

種子容量（1.2 bu ホッパ） 253.7 L 7.2 bu

肥料容量、液体 1135.6 L 300 gal.（2 x 150）
肥料容量、乾燥 764.6 L 27 cu-ft（3 x 9）
長さ、肥料なし 408.5 cm 13 ft 6.in

長さ、肥料なし 488.3 cm 16 ft 0 in

全高 147.3 cm 4 ft 10 in

輸送高 198.1 cm 6 ft 6 in

輸送クリアランス 35.6 cm 14 in

適応トラクタ馬力 1 70 - 75 kW 95 - 110 hp

ヒッチ 牽引型

必要油圧回路 リモート ×2 または 3、センター閉、2250 psi、14gal/min
重量（空、ベース）2 1678.3 kg 3700 lb

重量（ 大積載時）3 4581.3 kg 10 100 lb

輸送タイヤサイズ 8R19.5 LT

オープナ下げ圧 140 ～ 250 kg 305 ～ 545 lbs
オープナトラベル（上～下） 25.4 cm 10 in

オープナ深度範囲 0 ～ 8.9 cm 0 ～ 3.5 in
1. 必要な出力は条件と作業により大きく異なります。

2. 肥料、マーカー、コルター、条クリーナ、積載材料なし

3. 取り付けオプションにより重量は数千ポンドの差が生じる。輸送の項目を参照のこと。

* 以下の機能は監視対象外：ファン rpm、ホッパレベル、作業機リフト、マニホールド圧
2018-07-20 目次　　索引 401-651M



YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 付録 A - 参考情報 134
YP625A ツインローデータ

モデル
YP625A
-12TR70

YP625A
-12TR30

YP625A
-12TR36

YP625A
-12TR38

YP625A
-12TR40

条数 12（6ツイン） 12（6ツイン） 12（6ツイン） 12（6ツイン） 12（6ツイン）

条間隔 70 cm 30 in 36 in 38 in 40 in

幅、マーカーなし 458.47 cm 15 ft 0.5.in 20 ft 0.5.in

幅、マーカーあり  495.10 cm 16 ft 3.in 21 ft 3.in

スパン（条端間） 358.90 cm 150 in 180 in 190 in 200 in

作業幅（経路幅）  407.60 cm 180 in 216 in 228 in 240 in

種子モニタ 種子モニタ、監視対象 *：諸機能

種子容量（3.0 bu ホッパ） 1268 L 36 bu

種子容量（1.6 bu ホッパ） 677 L 19.2 bu

種子容量（1.2 bu ホッパ） 507 L 14.4 bu

肥料容量、液体 1136 L 300 gal.（2 x 150）
肥料容量、乾燥 764.9 L 27 cu-ft（3 x 9）
長さ、肥料なし 527.9 cm 13 ft 6.in

長さ、肥料なし 610.8 cm 16 ft 0 in

全高 124.0 cm 4 ft 10 in

輸送高 198.1 6 ft 6 in

輸送クリアランス 17.8 cm 14 in

適応トラクタ馬力 1 110 - 120 kW 145 - 160 hp

ヒッチ 牽引型

必要油圧回路
リモート ×2 または 3、センター閉、2250 psi、

14gal/min（1724 kPa、53 l/min）
重量（空、ベース）2 2926.6 kg 4800 lb

重量（ 大積載時）3 6464.6 kg 12 600 lb

輸送タイヤサイズ 8R19.5 LT

オープナ下げ圧 140 ～ 250 kg 305 ～ 545 lbs
オープナトラベル（上～下） 25.4 cm 10 in

オープナ深度範囲 0 ～ 8.9 cm 0 ～ 3.5 in
1. 必要な出力は条件と作業により大きく異なります。

2. 肥料、マーカー、コルター、条クリーナ、積載材料なし

3. 取り付けオプションにより重量は数千ポンドの差が生じる。輸送の項目を参照のこと。

* 以下の機能は監視対象外：ファン rpm、ホッパレベル、作業機リフト、マニホールド圧
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YP825A シングルローデータ

モデル
YP825A

-0870
YP825A

-0830
YP825A

-0836
YP825A

-0838
YP825A

-0840

条数 8 8 8 8 8

条間隔 70 cm 30 in 36 in 38 in 40 in

幅、マーカーなし 610.8 cm 20 ft 0.5 in 25 ft 10.5 in

幅、マーカーあり 647.7 cm 21 ft 3 in 27 ft 1 in

スパン（条端間） 490.0 cm 210 in 252 in 266 in 280 in

作業幅（経路幅） 560.0 cm 240 in 288 in 304 in 320 in

種子モニタ 種子モニタ、監視対象 *：諸機能

種子容量（3.0 bu ホッパ） 856 L 24 bu

種子容量（1.6 bu ホッパ） 451.1 L 12.8 bu

種子容量（1.2 bu ホッパ） 338.3 L 9.6 bu

肥料容量、液体 1514.2 L 400 gal.（2 x 200）
肥料容量、乾燥 1019.4 L 36 cu-ft（4 x 9）
長さ、肥料なし 408.5 cm 13 ft 6.in

長さ、肥料なし 488.3 cm 16 ft 0 in

全高 147.32 cm 4 ft 10 in

輸送高 198.12 cm 6 ft 6 in

輸送クリアランス 35.56 cm 14 in

適応トラクタ馬力 1 80 - 90 kW 115 - 130 hp

ヒッチ 牽引型

必要油圧回路
リモート ×2 または 3、センター閉、2250 psi、

14gal/min（1724 kPa、53 l/min）
重量（空、ベース）2 2268.0 kg 5000

重量（ 大積載時）3 5942.1 kg 13 100 lb

輸送タイヤサイズ 8R19.5 LT

オープナ下げ圧 140 ～ 250 kg 305 ～ 545 lbs
オープナトラベル（上～下） 25.4 cm 10 in

オープナ深度範囲 0 ～ 8.9 cm 0 ～ 3.5 in
1. 必要な出力は条件と作業により大きく異なります。

2. 肥料、マーカー、コルター、条クリーナ、積載材料なし

3. 取り付けオプションにより重量は数千ポンドの差が生じる。輸送の項目を参照のこと。

* 以下の機能は監視対象外：ファン rpm、ホッパレベル、作業機リフト、マニホールド圧
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YP825A ツインローデータ

モデル
YP825A
-16TR70

YP825A-
16TR30

YP825A
-16TR36

YP825A
-16TR38

YP825A-
16TR40

条数 16（8ツイン） 16（8ツイン） 16（8ツイン） 16（8ツイン） 16（8ツイン）

条間隔 70 cm 30 in 36 in 38 in 40 in

幅、マーカーなし 542.09 cm 20 ft 0.5.in 25 ft 10.5.in

幅、マーカーあり 647.50 cm 21 ft 3.in 27 ft 1.in

スパン（条端間） 511.30 cm 210 in 252 in 266 in 280 in

作業幅（経路幅） 560 cm 240 in 288 in 304 in 320 in

種子モニタ 種子モニタ、監視対象 *：諸機能

種子容量（3.0 bu ホッパ） 1692 L 48 bu

種子容量（1.6 bu ホッパ） 902 L 25.6 bu

種子容量（1.2 bu ホッパ） 677 L 19.2 bu

肥料容量、液体 1514 L 400 gal.（2 x 200）
肥料容量、乾燥 1019.4 L 36 cu-ft（4 x 9）
長さ、肥料なし 527.9 cm 13 ft 6.in

長さ、肥料なし 610.8 cm 16 ft 0 in

全高 124.0 cm 4 ft 10 in

輸送高 198.1 6 ft 6 in

輸送クリアランス 17.8 cm 14

適応トラクタ馬力 1 135 - 150 kW 180 - 200 hp

ヒッチ 牽引型

必要油圧回路
リモート ×2 または 3、センター閉、2250 psi、

14gal/min（1724 kPa、53 l/min）
重量（空、ベース）2 3924.5 kg 7000 lb

重量（ 大積載時）3 8415.0 kg 16 900 lb

輸送タイヤサイズ 8R19.5 LT

オープナ下げ圧
140 ～ 250 

kg 305 ～ 545 lbs

オープナトラベル（上～下） 25.4 cm 10 in

オープナ深度範囲 0 ～ 8.9 cm 0 ～ 3.5 in
1. 必要な出力は条件と作業により大きく異なります。

2. 肥料、マーカー、コルター、条クリーナ、積載材料なし

3. 取り付けオプションにより重量は数千ポンドの差が生じる。輸送の項目を参照のこと。

* 以下の機能は監視対象外：ファン rpm、ホッパレベル、作業機リフト、マニホールド圧
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寸法 4 条

192.62 in. 肥料あり

134.31 in.

160 in. 肥料なし

120.50 マーカーなし

56.12 in.

72.75 in. 農地

98.38 in.

94.75 in. 輸送

32064
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寸法 6 条

194.25 in.

180.50 マーカーなし

56.12 in.

77.0 in. 農地

99.13 in. 輸送 

32063
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寸法 8 条

254.25 in.w/ マーカー

240.50w/ マーカーなし

56.12 in.
79.38 in. 農地

101.5 in. 輸送 
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トルク値図表

タイヤ圧の上昇図表 タイヤ保証情報

ホイール タイヤサイズ 圧力 すべてのタイヤはタイヤの製造元による保証があります。保証情報は、操作説
明書およびパーツマニュアルに付随したブロシュアに記載されているほか、以
下に示したメーカーのウェブサイトにもオンライン情報があります。サポート
や情報は、お近くの農業用タイヤ正規販売代理店にご相談ください。
メーカー ウェブサイト
Firestone 社 www.firestoneag.com
Goodyear 社     www.goodyearag.com
Titan 社 www.titan-intl.com
BKT 社 www.bkt-tires.com/em
Gleason 社 www.gleasonwheel.com

8R19.5 LT 110 psi
（760 kPa）

4 3 6 5 9 7

25199m

 2 2  5 5  8 8
in-tpia N-mb N-m N-m mm x pitchc N-m N-m N-m
1/4-20 7.4 11 16 M 5 X 0.8
1/4-28 8.5 13 18 M 6 X 1 7 11 15
5/16-18 15 24 33 M 8 X 1.25 17 26 36
5/16-24 17 26 37 M 8 X 1 18 28 39
3/8-16 27 42 59 M10 X 1.5 33 52 72
3/8-24 31 47 67 M10 X 0.75 39 61 85
7/16-14 43 67 95 M12 X 1.75 58 91 125
7/16-20 49 75 105 M12 X 1.5 60 95 130
1/2-13 66 105 145 M12 X 1 90 105 145
1/2-20 75 115 165 M14 X 2 92 145 200
9/16-12 95 150 210 M14 X 1.5 99 155 215
9/16-18 105 165 235 M16 X 2 145 225 315
5/8-11 130 205 285 M16 X 1.5 155 240 335
5/8-18 150 230 325 M18 X 2.5 195 310 405
3/4-10 235 360 510 M18 X 1.5 220 350 485
3/4-16 260 405 570 M20 X 2.5 280 440 610
7/8-9 225 585 820 M20 X 1.5 310 650 900

7/8-14 250 640 905 M24 X 3 480 760 1050

1-8 340 875 1230 M24 X 2 525 830 1150

1-12 370 955 1350 M30 X 3.5 960 1510 2100

11/8-7 480 1080 1750 M30 X 2 1060 1680 2320

11/8-12 540 1210 1960 M36 X 3.5 1730 2650 3660

11/4-7 680 1520 2460 M36 X 2 1880 2960 4100

11/4-12 750 1680 2730

13/8-6 890 1990 3230

13/8-12 1010 2270 3680

11/2-6 1180 2640 4290

11/2-12 1330 2970 4820

+ 0% 15%

5.8 8.8 10.9

25199

ft-lbd ft-lb ft-lb ft-lb ft-lb ft-lb
5.6 8 12

6 10 14 5 8 11

11 17 25 12 19 27

13 19 27 13 21 29

20 31 44 24 39 53

22 35 49 29 45 62

32 49 70 42 67 93

36 55 78 44 70 97

49 76 105 66 77 105

55 85 120 68 105 150

70 110 155 73 115 160

79 120 170 105 165 230

97 150 210 115 180 245

110 170 240 145 230 300

170 265 375 165 260 355

190 295 420 205 325 450

165 430 605 230 480 665

185 475 670 355 560 780

250 645 910 390 610 845

275 705 995 705 1120 1550

355 795 1290 785 1240 1710

395 890 1440 1270 1950 2700

500 1120 1820 1380 2190 3220

555 1240 2010

655 1470 2380

745 1670 2710

870 1950 3160

980 2190 3560

a. in-tpi  

b. N·m  

c. mm   mm

d. ft-lb  

 5.8 5.8  8.8 8.8  10.9 10.9
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配管図

YP425A 肥料配管（YP425A S/N B1008N-）

図 137
肥料配管 シングルタンク装置
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3 メインセレクタバルブ

4 タンク排出ラインバルブ

5 タンク

6 タンクドレインライン

7 ストレーナ

8 ポンプ
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YP625A および YP825A 肥料配管（YP625A S/N B1043Q-）（YP825A S/N B1014S-）

（YP625A を図示 - 625 と 825 装置はタンク容量とドロップラインの数が違うだけ）

図 138
肥料配管 - デュアルタンク装置

29965

29965
12

.eps
100%

3

4 7

8

9
12

13 5
6

10 11

F

B

LR
1 迅速充填インレット

2 インレットシャットオフバルブ

3 メインセレクタバルブ

4 タンク排出ラインバルブ

5 タンク

6 タンクドレインライン

7 ストレーナ

8 ポンプ

9 リリーフバルブ

10 圧力ゲージ

13

12

1
2

3

7

4

8

10

5

6

13

11

9

6

5

4

2018-07-20 目次　　索引 401-651M



YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 付録 A - 参考情報 143
YP425A 肥料配管（YP425A S/N B1009N-）

図 139
肥料配管 - シングルタンク装置
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YP625A および YP825A 肥料配管（YP625A S/N B1044Q+）（YP825A S/N B1015S+）

（YP625A を図示 - 625 と 825 装置はタンク容量とドロップラインの数が違うだけ）

図 140
肥料配管 - デュアルタンク装置
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油圧系統図

リフト油圧

to extend cylinder

Used with markers

Used with markers

29937U

D
F

B

L

R

29937

YP425A

YP625A
YP825A

マーカーを使用して
シリンダを伸ばす

マーカーを使用する
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ファン油圧（YP425A S/N B1008N-）（YP625A S/N B1043Q-）（YP825A S/N B1014S-）

29781
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ファン油圧（YP425A S/N B1009N+）（YP625A S/N B1044Q+）（YP825A S/N B1015S+）

A Port

B Port

31754

A ポート

B ポート
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マーカー油圧（オプション）（YP425A S/N B1008N-）（YP625A S/N B1043Q-）（YP825A S/N B1014S-）

29940
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マーカー油圧（オプション）（YP425A S/N B1009N+）（YP625A S/N B1044Q+）（YP825A S/N B1015S+）

31978
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チェーンの取り回し

「チェーンのメンテナンス」（110 ページ）も参照。

グラウンドドライブアームチェーン

凡例：

スプロケットまたはアイドラ歯のカウント

チェーンピッチカウント

チェーンの作動方向

34T
56P

29885

U

D
F

B

L

R

20T

166

23T

21T
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トランスファーシャフトとレンジチェーン

29893

U

D
F

B

L

R

59P

107

30T

レンジスプロケット：
18T, 19T, 20T, 2@25T, 30T, 36T

A A
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トランスミッションチェーン（YP425A S/N B1008N-）（YP625A S/N B1043Q-）（YP825A S/N B1014S-）

29884

U

D
F

B

L

R

78P

レンジスプロケット：
15T, 20T, 25T, 2@30T, 36T

トランスミッションスプロケット：
17T, 19T, 2@23T, 24T, 25T, 26T, 
27T, 28T

A

BA

B

B

12i
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トランスミッションチェーン（YP425A S/N B1009N+）（YP625A S/N B1044Q+）（YP825A S/N B1015S+）

31966

U

D
F

B

L

R

レンジスプロケット：
18T, 19T, 20T, 2@25T, 30T, 36T

トランスミッションスプロケット：
17T, 19T, 2@23T, 24T, 25T, 26T, 
27T, 28T

A

B

78P

A

B

B

12i
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液肥ドライブチェーン（YP425A S/N B1008N-）（YP625A S/N B1043Q-）（YP825A S/N B1014S-）

29899

U

D
F

B

L

R

44T

19T

61P

36T
A

88P

60P

12i

12i

44T

19T

18T

31044
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液肥ドライブチェーン（YP425A S/N B1009N+）（YP625A S/N B1044Q+）（YP825A S/N B1015S+）

31979

U

D
F

B

L

R

47T

144P

116P

12i
15T

20T

15T
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乾燥肥料チェーン

31841

U

D
F

B

L

R

32T C

96P

12i

トランスミッションスプロケット：
15T, 17T, 19T, 21T, 23T, 24T, 32T, 
41T, 44T

C

C

56P
17T
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25AP 終メータードライブ

25P: メータードライブ（フロントタイプ）
  マウントにアイドラなし

 上部チェーンはシャンク上のシングルアイドラ上を通る
 アイドラスプリングを再接続すること

25P: メータードライブ（ミッドタイプ）
  アイドラスプリングを再接続すること

 上部チェーンはマウントで 2 つのアイドラ間を通る
 上部チェーンはシャンクで 2 つのアイドラ間を通る

25P: メータードライブ（リアタイプ）
  アイドラスプリングを再接続すること

 上部チェーンはマウントで 2 つのアイドラ間を通る
 上部チェーンはシャンクで 2 つのアイドラ間を通る

凡例：

スプロケットまたはアイドラ歯のカウント

チェーンピッチカウント

チェーンの作動方向

34T
56P

1

2

0

29619

19T

94P
12T

0

1

2

4
3

2

29620

19T

120
12T

4 3

2

29621

19T
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12T

2
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4

2

3

4
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付録 B -  納入前

この付録では、納入前にディーラーが実施する設定作業につい
て説明します。これらの項目は、付録 C の項目に先立って完了
する必要があります（その中のいくつかも Great Plains ディー
ラーが実施）。

a. グラウンドドライブを一部展開します（このページ）。

b. タンをフレームに取り付けます（159 ページ）。

c. プレスホイールアセンブリを取り付けます（161 ページ）。

d. グラウンドドライブスプリングをはめます（161 ページ）。

e. 肥料ブームを取り付けます（オプション、162 ページ）。

f. 完了（164 ページ）

製品のメインフレームには、出荷用のスタンドが付いています
ので、タンの取り付け後に Great Plains にご返却ください。

グラウンドドライブホイールの取り付け
グラウンドドライブホイールは、出荷時は緩んだ状態になって
います。ボルトでハブに固定してください。

先のとがった物による危害：
ホイストを使用するか、2 人で作業を行ってください。手袋を
着用してください。ホイールは重く、タインは鋭利です。

参照：図 141

1. 以下から 1 つを選択してください：
 407-473D GROUND DRIVE WHEEL

および以下の 3 セット：
 802-331C RHSNB 1/2-13X1 3/4 GR5
 804-015C WASHER LOCK SPRING 1/2 PLT
 803-020C NUT HEX 1/2-13 PLT

2. グラウンドドライブハブ に、ホイールの歯の垂直面が
後方に、歯の斜めの長い面が前方に向くようにホイールを
取り付けます。

3. ホイール をボルト 、ロックワッシャ 、ナット で
ハブに固定します。

図 141
グラウンドドライブホイールの取り付け
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タンをフレームに取り付ける
ボルト孔調整時には、ホイストかブロックでタンを支えること
が勧められます。

タンをメインツールバーへ

製品に肥料があるなら、またはフレーム搭載上オプション用の
アクセサリサブフレームがあるなら、「タンと肥料 / アクセサリ
サブフレーム」（160 ページ）の指示に従います。

メインフレームのみの構成では、グラウンドドライブが U ボル
トでツールバーに固定されています。U ボルトを外して、真っ
直ぐなボルトでタンをグラウンドドライブとツールバーに固
定してください。

参照：図 142

1. 4 セットの U ボルト を慎重に取り外します。
U ボルトとナットは再使用しません。

参照：図 143

2. 以下を 1 つ選択します。
401-665L TONGUE ASSEMBLY YP4, 6 & 8

3. 以下の 4 セットを取り外して保管します。
802-068C HHCS 3/4-10X4 GR5

4. タン とメインフレーム の取り付け孔を合わせます。ボ
ルト を上から差し込み、ロックワッシャ とナット

で固定します。

5. ステップ 1（160 ページ）に進みます。

1

図 142
グラウンドドライブ出荷用 U ボルト
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図 143
タンをメインツールバーへ
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タンと肥料 / アクセサリサブフレーム

製品に肥料または前方サブフレームのオプションがない場合、
上記の「タンをメインツールバーへ」（159 ページ）から始め
てください。

参照：図 144

1. 以下の新品を 1 つ選択します。
401-665L TONGUE ASSEMBLY YP4, 6 & 8

2. 以下の 8 セットを取り外して保管します。
803-181C NUT HEX FLANGE LOCK 3/4-10 PLT

以下の 4 セット。
806-102C U-BOLT 3/4-10 CORNER 7 SQ

3. タン をサブフレーム の中央に配置します。上から U ボ
ルト を差し込んで、ロックナット で固定します。

ホースの取り回し

ホースの取り回しを行うときは、パーキングジャッキをそのま
まにして、突起 周りの空きを十分確保します。

1. ホースクランプ を緩めて外します。

2. リフトシリンダホースを特定します。ジャッキの突起 の
周りと底部クランプの下にホースを取り回します。

3. マーカーホースを特定します（マーカーが取り付けられてい
る場合）。次に高いクランプレイヤーの下に取り回します。

4. ファンホースを特定します。圧力側と戻りラインのホース
を次のレイヤーのクランプの下に取り回します。

5. ファンケースドレインのラインホースを次のレイヤーの
クランプの下、またはホースバンドルの上部に沿って取り
回します。

6. クランプのファスナを締め付けます。ねじ山サイズ用のト
ルク図表を適用しないでください。ホースが動かず、ファ
スナが緩まない程度の十分なトルクをかけてください。

ケーブルの取り回し

7. 照明およびモニタ用のケーブルをホースバンドルに沿っ
て取り回します。

8. バンドル全体をジャッキの後ろ（ ）で太いタイラップで
固定します。

9. 残りの部位は、細いタイラップで固定します。

10. パーキングジャッキを運転位置 に移動します。タンを製
品と同じ高さまで上げます。

製品を上げる

11. パーキングジャッキのフロント側突起が入る高さまで、ホ
イストまたはジャッキアップします。

12. リフト油圧を油圧源に接続します（16 ページ）。

13. 製品を上げて、輸送用ロックを取り付けます（23 ページ）。
出荷用スタンドを外します。出荷用スタンドは Great
Plains にご返却ください。
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図 144
タンとサブフレーム
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図 145
タンとメインフレーム
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プレスホイールアセンブリの取り付け
公道許可条件に合わせて、プレスホイールアームとホイールは
工場で取り付けられていない場合があります。

参照：図 146

1. 1/2-13x1 インチの六角ボルトとワッシャ を外して、未完
の条ユニット の背面に保管しておきます。

この位置には 4 本のボルトがあります。  外すのは六角ボルトだ
けです。 前方の四角ボルトは緩めず、外しません。  

2. 1/2-13x11/2 インチの六角ボルト 、ワッシャ、エキセント
リックアジャスタナットを外して保管します。

3. プレスホイールアセンブリの 1/2 インチ孔と条ユニットの
1/2-13 ねじ穴を合わせて 1/2-13x1 インチの六角ボルトと
ワッシャ で緩めに組み立てます。

4. 1/2-13x11/2 インチ六角ボルト 、ワッシャ、エキセントリッ
クアジャスタナットを軽くねじ止めします。アジャスタを
回して、プレスホイールアセンブリと条ユニットを目視で
合わせ、両ボルトを締めて調整します。

グラウンドドライブスプリングのはめ込み
参照：図 141（158 ページ）。

1. 出荷用にグラウンドドライブアームがまだ結束されてい
るなら、指示（158 ページ）に従って、慎重に地面に下ろ
してください。158 ページのすべての指示に従います。

参照：図 147

2. 以下を 1 つ選択します。
121-763S OPENER SPRING ROD ASSY. SHRT.

全体の長さ 、クレビスからトラニオン、中心線から中心
線を確認します。合わせたピン孔は、  171/4 インチ 1/16
インチ（43.7 ～ 44.0 cm）です。

3. クレビスとスプリングロッドアセンブリ端トラニオンの
ピンをすべて外して保管します。

4. スプリングアセンブリのクレビス端をアーム突起部 に、
それぞれ以下を使用して固定します。

805-127C PIN CLEVIS 1/2 X 1 3/4 および
805-064C PIN COTTER 7/64 X 1 LONG

5. スプリングアセンブリのトラニオン端を上側トラニオン
に、それぞれの以下を使用して固定します。
805-235C PIN CLEVIS 1/2 X 5 PLATED および
805-064C PIN COTTER 7/64 X 1 LONG

図 146
25AP プレスホイールアセンブリ
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図 147
グラウンドドライブスプリングロッド
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肥料ブームの取り付け（オプション）
未取り付けのフレーム搭載アクセサリがあるなら、ブームの取
り付け前に取り付けてください。

ブームの位置合わせ

参照：図 148

モデル YP425A はステップ 3 に進んでください。

手順 2 では、ポリプロピレンに合った液体パイプねじコンパウ
ンドが必要になります。

詰まりリスク：テープシーラントは使用しないでください。液
体シーラントのみ使用してください。テープの破片でオリフィ
スが詰まります。

1. 以下のペアを 1 つ選択します。
407-134D MANIFOLD 40 FT TWIN ROW または
407-140D MANIFOLD 30 FOOT TWIN ROW

ティー取付具 は、あるセクションに工場で組み込まれて
います。

2. パイプねじシーラントを塗布して、セクションを結合しま
す。すべてのノズルがパイプの同じ側を向くようにします。

3. ブームをフレームチューブの上部中央に配置し、ノズルを
上に向けます。
YP425A：エンドエルボを製品の左へ
YP625A：センターエルボをフロントへ
YP825A：センターエルボをリアへ

4. （YP425A）×2 または（YP625/825A）×4 を選択します。
806-150C U-BOLT 3/8-16 X 7 1/32 X 6 GR5

 このサイズの U ボルトを全部使わないでください。
ステップ 12 で 1 本使います。

5. 図 148 を参考にして、U ボルト をそれぞれの取付け位
置に配置します。フロントツールバーの正面から、U ボル
トを前（ブームの下）にずらします。

図 148
ブームの位置合わせ
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マウントの組み立て

参照：図 149

6. （YP425A）×2 または（YP625/825A）×4 を選択します。
407-389D WET BOOM U-BOLT PLATE

および 4 または 8：
803-068C NUT HEX FLANGE 3/8-16 PLT

7. 3 つの孔のある方を上にして、各プレート を U ボルト
のねじ山に入れます。フランジナット で固定します。

8. （YP425A）×2 または（YP625/825A）×4 を選択します。
407-137D FERTILIZER BOOM MOUNT

および以下を 4 セット：
802-159C HHCS 5/16-18X1 GR5
804-009C WASHER LOCK SPRING 5/16 PLT
803-008C NUT HEX 5/16-18 PLT

9. 少し離して、各マウント を各プレート に取り付けます。
ボルト 、ロックワッシャ 、ナット で固定します。

ブームの取り付け

10.（YP425A）×2 または（YP625/825A）×4 を選択します。
806-152C U-BOLT 1/4-20 X 1.125 X 2 RND

および 4 または 8：
803-088C NUT HEX LOCK 1/4-20 FLG

11. ブーム を各マウント に、U ボルト とロックナット
で固定します。

機器損傷リスク：
締め付けすぎないでください。ロックナットの締め付けは、マ
ニホールドチューブが回転しない程度にしてください。通常の
仕様の 1/4-20 トルクで締め付けると、チューブが破損するおそ
れがあります。

リリーフバルブ / ゲージアセンブリの取り付け

参照：図 150

12. 1 つを選択してください：
806-150C U-BOLT 3/8-16 X 7 1/32 X 6 GR5

13. 製品モデルに応じて U ボルトを配置します。
YP425A：左端のマニホールド U ボルトの右
YP625A：センターチューブの左
YP825A：センターチューブの左

14. 以下から 1 つを選択してください：
829-104C GAUGE 100 PSI 4IN STAINLESS

ゲージプロテクタ、クロスフィッティング、リリーフバル
ブ、ダンプライン、およびマウントが工場で事前組み立て
されています。

15. 2 つを選択してください：
803-068C NUT HEX FLANGE 3/8-16 PLT

16. ゲージを上にして、前向きにゲージアセンブリ を U ボ
ルト に配置します。フランジロックナット で固定し
ます。
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図 149
ブーム取り付けの詳細
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図 150
リリーフバルブの詳細
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マニホールドとポンプの接続

このページは以下のプランターにのみ該当します。
（YP425 s/n B1008N-）
（YP625 s/n B1043Q-）（YP825A s/n B1014S-）

参照：図 151

17. 以下から 1 つを選択してください：
990-081R HOSE 3/4 ID 200PSI EPDM

および 2 つの
800-123C CLAMP WRM DRV #16 SS (.68-1.5)

18. クランプ をホース の各端に移動します。一端をマニ
ホールドのエルボ に、もう一方の端をバルブクロス
フィッティング左の 3/4 インチホースバーブアダプタに固
定します。

参照：図 151 および図 152

19. 以下から 1 つを選択してください：
990-082R HOSE 1 ID 200PSI EPDM

および 2 つの
800-123C CLAMP WRM DRV #16 SS (.68-1.5)

20. ホースを以下の要領で取り回します。YP425A：バルブか
ら直接ポンプへ YP625A：センターチューブに沿って左タ
ンクの後ろへ YP825A：センターチューブに沿って左タン
クの後ろへ

21. クランプ をホース の各端に移動します。一端をバル
ブクロスフィッティングの右にある1インチホースバーブ
アダプタに固定します。もう一方の端をポンプ 上部のエ
ルボに固定します。

ユーザに特定の条接続ポイントがあるなら、ブームアウトレッ
トオリフィスプレート、ノズルキャップ、およびドロップライ
ンをこの時点で取り付けることができます。172 ページ参照。

納入前クローズアウト
22. 可動部の動きがスムーズか、ボルトの締め付けは十分か、

コッターピンが開いているか確認してください。

23. すべてのグリス注入具が完備しており、潤滑されているこ
とを確認します。「潤滑」（113 ページ）を参照。

24. すべてのセイフティデカールとリフレクタの位置が正し
く、正確に読み取れることを確認してください。損傷して
いる場合は交換してください。「セイフティデカール」（6
ページ）を参照。

25. タイヤを推奨空気圧にし、規定どおりホイールボルトを締
め付けます。「タイヤ圧の上昇図表」（140 ページ）を参照。

26. 急な納品の場合、すべての未取り付け品目（説明書、オリ
フィスプレート、清掃容器など）は、木箱から製品の左側
にあるホッパに移動してください。あるいは、はっきり記
載されたコンテナに安全に保管してください。

図 151
マニホールドとリリーフバルブ（S/N-）
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図 152
リリーフバルブとポンプ（S/N-）

31031

64
76

2

64 76

2

2018-07-20 目次　　索引 401-651M



YP425A、YP625A、および YP825A 目次　　索引 付録 B - 納入前 165
マニホールドとポンプの接続

このページは以下のプランターにのみ該当します。
（YP425 s/n B1009N+）
（YP625 s/n B1044Q+）（YP825A s/n B1015S+）

参照：図 151

27. 以下から 1 つを選択してください：
990-081R HOSE 3/4 ID 200PSI EPDM

および 2 つの
800-123C CLAMP WRM DRV #16 SS (.68-1.5)

28. クランプ をホース の各端に移動します。一端をマニ
ホールドのエルボ に、もう一方の端をバルブクロス
フィッティング左の 3/4 インチホースバーブアダプタに固
定します。

参照：図 151 および図 152

29. 以下から 1 つを選択してください：
990-082R HOSE 1 ID 200PSI EPDM

および 2 つの
800-123C CLAMP WRM DRV #16 SS (.68-1.5)

30. ホースを以下の要領で取り回します。
YP425A：バルブから直接ポンプへ
YP625A：センターチューブに沿って左タンクの後ろへ
YP825A：センターチューブに沿って左タンクの後ろへ

31. クランプ をホース の各端に移動します。一端をバル
ブクロスフィッティングの右にある1インチホースバーブ
アダプタに固定します。もう一方の端をポンプ 上部のエ
ルボに固定します。

ユーザに特定の条接続ポイントがあるなら、ブームアウトレッ
トオリフィスプレート、ノズルキャップ、およびドロップライ
ンをこの時点で取り付けることができます。172 ページを参照。

納入前クローズアウト 
32. 可動部の動きがスムーズか、ボルトの締め付けは十分か、

コッターピンが開いているか確認してください。

33. すべてのグリス注入具が完備しており、潤滑されているこ
とを確認します。「潤滑」（113 ページ）を参照。

34. すべてのセイフティデカールとリフレクタの位置が正し
く、正確に読み取れることを確認してください。損傷して
いる場合は交換してください。「セイフティデカール」（6
ページ）を参照。

35. タイヤを推奨空気圧にし、規定どおりホイールボルトを締
め付けます。「タイヤ圧の上昇図表」（140 ページ）を参照。

36. 急な納品の場合、すべての未取り付け品目（説明書、オリ
フィスプレート、清掃容器など）は、木箱から製品の左側
にあるホッパに移動してください。あるいは、はっきり記
載されたコンテナに安全に保管してください。

図 153
マニホールドとリリーフバルブ（S/N+）
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図 154
ポンプドライブ
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付録 C - 初期設定

この付録では、一度しか行われない、あるいはまれにしか繰り
返さない設定作業について説明します。日常的な設定作業は
「準備と設定」（14 ページ）で取り上げられています。付録 B
の作業を先に行ってください。以下に挙げた作業は、すでに
Great Plains ディーラーで実施済みのものもあります。

a. 種子モニタコンソールの取り付け（後述）

b. フレーム搭載条オプション
（アクセサリに付属するマニュアルを参照）

c. マーカー設定（オプション、167 ページ）

d. 高率ドリブラ（オプション、170 ページ）

e. スクレーパ（オプション、171 ページ）

f. 肥料ドロップライン（オプション、172 ページ）

種子モニタコンソールの設置
参照：図 155

製品の標準 PM300 種子モニタ装置には、コンソール が付属
しており、トラクターの運転席に取り付けて、製品で使用する
必要があります。

輸送および農地安全リスク：
モジュールは、播種中に見やすいように取り付けてください。
ただし農地や公道での安全運転を妨げないようにしてください。

モニタには、電源 、速度センサ 、およびセンサハーネス
用のケーブルが付いています。取り付けに関する説明が付属

の DICKEY-john® マニュアルに記載されています。

電源カラーコードの意味は以下のとおりです。
+ プラス：赤
- マイナス：黒

付属のブラケット には、ユーザが別途ファスナを用意する必
要があります。

納品後チェックリスト
1. 「重要安全情報」（1 ページ）を読んで理解してください。

2. 可動部の動きがスムーズか、ボルトの締め付けは十分か、
コッターピンが開いているか確認してください。

3. すべてのグリス注入具が完備しており、潤滑されているこ
とを確認します。「潤滑」（113 ページ）を参照。

4. すべてのセイフティデカールとリフレクタの位置が正し
く、正確に読み取れることを確認してください。損傷して
いる場合は交換してください。「セイフティデカール」（6
ページ）を参照。

5. タイヤを推奨空気圧にし、規定どおりホイールボルトを締
め付けます。「タイヤ圧の上昇図表」（140 ページ）を参照。

図 155
PM300 トラクター構成部品
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初期マーカー設定（オプション）

マーカー速度調整

頭上、先のとがった物、挟み込みによる危険：
マーカーの展張 / 格納中は人を製品に近づけないでください。
展張/格納中のマーカーに衝突して負傷するおそれがあります。
油圧が故障すると、マーカーが突然急落下するおそれがありま
す。マーカーディスクには鋭利な物があります。

参照：図 156 および図 157

デュアルマーカーの折り畳み速度は、シーケンスバルブ本体の
セットスクリュで調整します。バルブのシーケンス本体は、メ
インツールバーの中央上部にあります。調整を行う前に、ジャ
ムナットを緩めてください。

速度を上げる調整スクリュ が 1 つ、速度を下げるスクリュ
が 1 つあります。各調整スクリュは、バルブ本体の刻印で識

別できます。

折り畳み速度を下げるには、調整スクリュを時計回りに（S：遅）
回し、速度を上げるには反時計回りに（F: 速）回します。

トラクターを通常の作業速度でアイドリングしながら、マー
カーの折り畳みを安全速度に調整してください。過度の折り畳
み速度はマーカーを傷め、保証が無効になります。

折り畳み速度を調整したら、六角調整スクリュのジャムナット
を締めて、設定を保持します。

マーカーの展張

マーカーの展張は、YP425A、YP625A、および YP825A 製品
の初期設定時のみ必要で、その後は条間隔の変更時にのみ必要
となります（ツイン能力のある製品で条をシャットオフしてシ
ングルロー作業を行う場合を含む）。

1. 両マーカーを安全に展張できる場所に製品を移動します。

2. 製品を下げます。前方に牽引して、ローを地面に下ろします。

 短いマーカーのアーム角度が比較的急なため、メインツー
ルバーが通常の作業高（26 インチ）になっていないと、測
定が不正確になりがちです。

図 156
マーカーシーケンスバルブの位置
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図 157
マーカー速度調整

14048

F

S

S

1

2

U

D
B

F

R

L

図 158
マーカーの展張
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3. 一方のマーカーを起こして、格納します。

このページの表で、初期推奨マーカー展張 を求めてください。

 左右交互のツインロー間隔を使用する場合、マーカーの展
張は左右で異なります。

参照：図 158 および図 159

4. 展張  距離をそれぞれの外側エンド条ユニット（使用 /不
使用にかかわらず）から計測します。条ペアの中心から計
測しないでください。

5. そのポイントで地面にしるしを付けます。

6. マーカーの幅を調整するには、ナット が U ボルト に付
いているので、それを緩めます。マーカーディスクチュー
ブ を前後に動かして、正しく調整します。ナット を締
めます。

7. 反対側にも手順 3 ～ 6 を繰り返します。

8. 製品を下ろしたままで、各側を数フィート前に移動します。

9. しるしを付けた位置を確認します。表の値になるように調
整します。

図 159
マーカーの展張調整
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マーカーの展張表

YP425A/3P
70 cm

175.0 cm YP625A/3P 133.0 in
-0470 -0638 (337.8 cm)

YP425A/3P
30 in

30 in

30 in

36 in

36 in

36 in

38 in

38 in

38 in

40 in

40 in

40 in

70 cm

30 in

30 in

30 in

36 in

36 in

36 in

75.0 in 128.8 in
-0430 (190.5 cm) YP625A/3P (327.2 cm)

70.8 in -1238 120.4 in 137.2 in
YP425A/3P (179.9 cm) (305.9 cm) (348.5 cm)

-08TR 62.4 in 79.2 in YP625A/3P 140.0 in
(158.6 cm) (201.1 cm) -0640 (355.6 cm)

YP425A/3P 90.0 in 135.8 in
-0436 (228.6 cm) YP625A/3P (345.0 cm)

85.8 in -1240 127.4 in 144.2 in
YP425A/3P (218.0 cm) (323.7 cm) (366.2 cm)

-0836 77.4 in 94.2 in YP825A/3P 315.0 cm
(196.7 cm) (239.2 cm) -1240

YP425A/3P 95.0 in YP825A/3P 135.0 in
-0438 (241.3 cm) -0830 (342.9 cm)

90.8 in 130.8 in
YP425A/3P (230.7 cm) YP825A/3P (332.3 cm)

-0838 82.4 in 99.2 in -16TR 122.4 in 139.2 in
(209.4 cm) (251.9 cm) (311.0 cm) (353.5 cm)

YP425A/3P 100.0 in YP825A/3P 162.0 in
-0440 (254.0 cm) -0836 (411.5 cm)

95.8 in 157.8 in
YP425A/3P (243.4 cm) YP825A/3P (400.8 cm)

-0840 87.4 in 104.2 in -1636 149.4 in 166.2 in
(222.1 cm) (264.6 cm) (379.6 cm) (422.1 cm)

YP625A/3P 245.0 cm YP825A/3P 171.0 in
-0670 -0838 (434.3 cm)

YP625A/3P 105.0 in 166.8 in
-0630 (266.7 cm) YP825A/3P (423.7 cm)

100.8 in -1638 158.4 in 175.2 in
YP625A/3P (256.1 cm) (402.4 cm) (445.0 cm)

-12TR 92.4 in 109.2 in YP825A/3P 180.0 in
(234.8 cm) (277.3 cm) -0840 (457.2 cm)

YP625A/3P 126.0 in 175.8 in
-0636 (320.0 cm) YP825A/3P (446.6 cm)

121.8 in -1640 167.4 in 184.2 in
YP625A/3P (309.4 cm) (425.3 cm) (467.8 cm)

-1236 113 .4 in 130.2 in  
(288.1 cm) (330.7 cm)
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30 in
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H.R. ドリブラの取り付け（オプション）
このチューブは、プレスホイールが畝を閉じた後に、液肥を条
付近に散布するためのものです。

参照：図 160

ドリブラの溶接部が左 にある型と、右 にある型がありま
す。一般的にツインロー製品では、ツインペアの左条では左型、
右条では右型を使用します。シングルロー製品では、すべて左
型か右型のどちらかを使用します。

アプリケータチューブ（ または ）は、1/4 インチ O.D. デリ
バリチューブに適合するようにできており、カプラは不要です。

すべてのドリブラを事前に組み立てる

1. 以下から 1 つを選択してください：
204-133H LH DRIBBLER TUBE または
204-134H RH DRIBBLER TUBE

および 2 セット：
802-092C RHSNB 5/16-18X3/4 GR5
804-009C WASHER LOCK SPRING 5/16 PLT
803-008C NUT HEX 5/16-18 PLT

ドリブラの取り付け

2. ボルト を溶接部の底から差し込みます。ロックワッシャ
を溶接部に加えます。ナット を数回回します。

3. プレスホイールテンションハンドル（図にはない）が前方
に動くようになったら、後ろへ引いて、上側スロット に
入れます。

4. ドリブラアセンブリをプレスホイール溶接部の中心線付
近に配置します。ボルトの頭がスロットの大きな穴に入る
ようにします。アセンブリを引いて、チューブが条の外側
に向くようにします。

5. ドリブラを持ち上げてボルトを回し、四角い首を長方形のス
ロットにはめます。規定のトルクでナットを締め付けます。

6. 「液肥ドロップライン（オプション）」（172 ページ）を参照。

図 160
左右の高率ドリブラ
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122-278S スクレーパ設置
オプションのカーバイドディスクスクレーパは工場では設置
されていません。条 1 から開始します（左端の条ユニット）。

 Keeton® 種子ファーマーも取り付けられているなら、パー
ツマニュアルでアセンブリの詳細を参照してください。

 このスクレーパは Seed-Lok® には対応していません。

参照：図 161 および図 162

1. オープナディスクブレードの片方または両方とも外して、
マウント に安全に手が届くようにします。正確な再組み
立てのために、ブッシュおよびスペーサの位置を正確に覚
えてください（76 ページ）。

2. それぞれ 1 つを選んでください：
802-024C HHCS 3/8-16X3 GR5

 129BXT824 BRACKET FOR 890-929C FIRMER
 122-177D 10HD25 INSIDE SCRAPER MNT TUBE

ボルト をリア側からブラケット 一番下の穴に差し込
みます。チューブ をボルトにかぶせます。

3. スクレーパを 1 セット選択します：
 890-928C 25 SER AIR DESIGN IN SCRAPER

ショルダワッシャ を太いボルト のリア側に配置しま
す（ボルトの頭向きに）。左スクレーパブレード をワッ
シャに配置し、続いて右スクレーパブレード も同様にし
ます。

4. それぞれ 1 つ選択します：
 804-011C WASHER FLAT 3/8 USS PLT
 804-013C WASHER LOCK SPRING 3/8 PLT
 803-014C NUT HEX 3/8-16 PLT

平ワッシャ をボルト に付け、続いてロックワッシャ
とナット を取り付けます。ボルトとナットを

3/8-16 GR5 トルクで締め付けます。ブレードが自由に動く
ことを確認します。

5. スクレーパスプリング を選択します。小さい上部の穴を
利用して、スプリングでブレードとブレードをつなぎます。

6. 2 セット選択します：
 802-172C HHCS 5/16-18X2 1/2 GR5
 803-043C NUT HEX WHIZ 5/16-18 PLT

スクレーパアセンブリ をオープナフレームの四角い中
央下側の穴 に入れます。ボルト とウィズナット で
固定します。

7. 取り外したディスクブレードを再度取り付けます。

コールアウト、部品、および説明の相互参照は参照ページから
引いたものです。

図 161
スクレーパの事前組み立て
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図 162
スクレーパの取り付け
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液肥ドロップライン（オプション）
ブームはシングルローおよびツインローの製品で共通です。シン
グルローでの使用や、ツインロー製品でシングルロー播種を行う
場合は、ノズルの半分をシャットオフします。

ドロップラインの取り付けは工場で実施されておらず、おそら
くディーラーでも行いません。理由は、以下をはじめとするア
プリケータの接続ポイントが多数あるためです。

• フレーム搭載コルターアプリケータ
• 25AP シリーズナットバーアプリケータ
• 種子ファーマーアプリケータ
• プレスホイールドリブラ

キャップをタップに取り付ける

参照：図 163

1. マニホールドタップ のどちらをアクティブにして、どち
らをシャットオフするか決めます。

2. アクティブ条ごとに 1 つ選択します：
832-051C NOZZLE CAP QUICK X 90X1/4 FNPT

ノズル をマニホールドチューブ に合わせます。押し付
けて 90° 回します。

 ユーザの必要に応じて、ノズルを前か後ろに向けます。

 サイズが分かっていれば、キャップを付ける前にオリフィ
スプレート を取り付けます。

3. シャットオフ条ごとに 1 つ選択します：
832-042C NOZZLE SHUT OFF CAP W/ GASKET

キャップ を押し付け、90° 回します。

ドロップラインを条に取り付ける

ドロップラインチューブ が1つまたは複数の以下の未カット
コイルに付属しています。

990-109R TUBE NYLON 1/4OD X 062WL
アクティブノズルごとに長さをカットします。

4. チューブを取り回してカットします。取り回しは以下を目
標にします。

5. ノズル端にチューブアダプタが未取り付けの場合、1 つ選
択してください：

800-367C AD PUSH 1/4TUBEX1/4MNPT
液体パイプねじシーラントを塗布します。アダプタ をノ
ズル にねじ込みます。ドロップラインチューブ アダ
プタ に差し込みます。

 適用部位の端に 1 つ選択します：
830-383C CP 1/4 PUSH LOK POLY

カプラ が必須で、アプリケータのスタイルに適合するこ
とを確認します。カプラ をアプリケータチューブに被せ
ます。ドロップラインチューブ をカプラの中に押し込み
ます。

 カプラを使用しない場合は、通常1/2インチO.D.スチールア
プリケータチューブを使用して、ドロップラインチューブ
をアプリケータチューブの中に押し込み、チューブが 1/2
インチ～ 3/4 インチ露出するようにします。チューブのア
プリケータチューブ上部付近をラップしてください。

図 163
ドロップラインの詳細
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• ノズルの取り外しとオリフィスプレートの交換がで
きるようにノズルに緩みを持たせます。

• チューブが損傷しないように、製品の可動部位を避け
て取り回します。

• チューブが垂れ下がらないように、連続の下向き勾配
になるように取り回します。

• コルターや条ユニットの縦の移動範囲を予期して、経
路に沿って緩みを持たせます。

• タイラップによるチューブの固定は、製品の動作が
チューブを動かさない箇所だけにしてください。
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38112

Yield-Pro® プランターの保証

Great Plains（Great Plains Manufacturing, Inc. の一部門）は 初の購入者に対し、
Great Plains 装置を所期の目的で通常のサービスおよび条件下で使用した場合、同
装置には資材および施工に瑕疵がないことを、個人的用途については使用開始日
から1年間、カスタム/商業用途またはレンタル用途については90日間保証します。

2 年目の限定保証は、25 シリーズ条ユニットおよび単一化型メーター付き Yield-
Pro（YP）プランターフレームを利用した装置が対象となります。2 年目の限定
保証は、以下の部品のみが対象となります（個人的用途のみで作業および摩耗品
目を除く）。ヒッチメインフレーム、ゲージホイール、マーカー、エアボックス /
マニホールド、Y 分岐チューブ、ファン / ハウジング、条ユニット溶接部、ユニッ
ト搭載アタッチメント、およびフレーム搭載アタッチメント。

本保証は、Great Plains に起因する不具合部品の交換と交換部品ディーラーによる
設置に限定されます。Great Plains は、資材および施工に瑕疵があるとされる装備
品または部品の検査を行う権利を留保します。

以下の項目および／または条件は保証されません：装備品の不正または誤った使
用から生じた故障、偶発的な損傷または不可抗力に起因する故障、改変または改
修に起因する故障、取扱説明書に概説されている通常の整備不履行に起因する故
障、無許可の人員による修理、正常な摩耗の結果交換または修理した品目（摩耗
品、地面耕作部品等）、不適切な故障診断による反復修理またはディーラーによ
る修理、修理サービス依頼電話または顧客現場までの往復交通費、割増料金、ま
たは装置の輸送費。装置を 20mph（32kph）を超える速度で牽引した場合、また
は岩地、切り株その他障害物のある土壌に使用した場合、保証は無効となること
があります。

Great Plains は、製品の材料または設計を、いつでも通知なしに変更する権利を有
します。本保証は、資産の直接的、結果的、または付随的損害に対し、いかなる
種類のものであれ、Great Plains が賠償責任を負うとは解釈されないものとしま
す。また Great Plains は、不可抗力に起因する損害に賠償責任を負わないものと
します。本保証は、作物の損失、播種もしくは収穫の遅延に起因する損失、また
は賃金、補給品、レンタル機材その他いかなる理由での出費もしくは損失にも適
用されません。

明示的であれ黙示的であれ、その他いかなる種類の保証も、この売買に関して適
用されません。また本保証書に定める義務を越えた、市販性および特定目的との
適合性に関する一切の明示的保証は、本保証書により放棄され、本売買から除外
されます。

当初の購入日から 10 日以内に装置を Great Plains に登録しないと、本保証は無効
となります。
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803-011C、ナット ................................... 109

803-014C、ナット ...................................171
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805-033C、ロックアップピン ...................83
817-794C、種子ディスク ........................127
817-795C、種子ディスク ........................127
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RV 不凍液 ................................................ 102
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T
Terra-Tine .................................................. 66
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U
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URLs、タイヤ ......................................... 140
V
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青、ホースグリップ .................................. 16
赤、モニタ電源コード ............................. 166
上げる ........................................................ 23
畦播種 ........................................................ 20
圧力 .......................................................... 140
圧力、肥料 ................................................. 40
圧力、マニホールド .................................. 59
安全記号 ...................................................... 1
安全情報 ...................................................... 1
安全装具 ...................................................... 2
安全チェーン ........................................ 3,15

イ
入口シャッタ ...................................... 42,57
色付きコード

ホース ................................................ 17
インレット、メーター ............................... 47
インレットシャッタ、種子 ................. 43,89
インレットブリッジ .................................. 80
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ウェイト、条ユニット ............................... 70
ウェイト、プランター ............................... 25
内側ディスクスクレーパ ......................... 126
畝 ............................................................... 70

畝の確認 .....................................................59

エ
エア抜き

全般 ..................................................107
リフト ...............................................108

エキセントリックアジャスタ ...................161
液肥 ........................... 33,34,68,124,129
液肥装置 ...................................................120
越冬準備 ...................................................102

オ
オーガ、肥料 .......................................37,64
オープナディスク ................................69,76
オーナー支援 ..............................................12
折り畳み

マーカー ......................................48,49
オリフィスプレート ..........................62,121
オレンジ、ホースタイ ...............................17

カ
化学薬品 .......................... 2,4,36,61,102
欠け ..........................................................106
火災 ..............................................................1
カスタマーサービス ...................................12
風 ..................................................................4
過大な rpm..................................................46
滑石 ...................................................53,106
滑石 + グラファイト .................................122
滑石グラファイト潤滑剤 ..........................119
カット角 .....................................................58
カーバイドスクレーパ .............................171
カバーモジュール .......................................11
カム、条ユニット .......................................71
カラーコード、電源 .................................166
カラーコード、ホース ...............................16
空ポケット .................................................60
顆粒 ..............................................................2
慣行耕起 .....................................................11
乾燥肥料 ..............................33,34,68,129

キ
黄色リフレクタ ............................................7
危険、定義された .........................................1
記号、安全 ...................................................1
キャップ、グリスシール ..........................109
ギャップ、速度センサ .............................106
キャノーラ ...............................................127
キャリブレーション、速度 ........................55
吸引戻り .....................................................45
凝固 ............................................................97
亀裂 ..........................................................106

ク
クイックカプラ .................................18,107
空気解放スクリーン ...................................47
空気系統 .....................................................42
空洞 ............................................................96
駆動 ............................................................56
グラファイト .....................................53,106
グリスシールキャップ .............................109
2018-07-20 表紙　　目次 401-651M



YP425A、YP625A および YP825A 表紙　　目次 177
クリップ、チェーン ................................. 110
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ケースドレイン .......................................... 45
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傾斜地 .......................................... 15,26,96
軽量不耕起 ................................................. 11
ゲージ、圧力 ............................................. 59
ゲージホイールスクレーパ ............... 78,127
ケースドレイン ................................... 18,45
ケースドレインホース ............................... 18
牽引車両能力 ............................................. 25

コ
高圧液の防護 ............................................... 2
交換、ブラシ ........................................... 105
肥装置の整備 ........................................... 102
互換性 ...................................................... 130
ゴーグル ....................................................... 2
個人用安全装具 ............................................ 2
子供 .............................................................. 3
コネクタ

電気 .................................................... 15
コルター ..................................... 66,73,124
コルター、UMC ....................................... 126
コルター、Vantage II ................................. 68
コルター、フレーム搭載 ........................... 67
コルター、ユニット搭載 .................... 69,74
コルター条調整 .......................................... 75
コルター、ゾーン .................................... 124
コルターブレード .................................... 126
コーン ............................................... 79,127
コンソール ............................................... 166

種子モニタ ....................................... 166

サ
剤、水和 ....................................................... 2
サイドゲージホイール ........................ 70,77
サイドホイール ........................................ 112
材料安全データシート ............................... 22
材料の清掃 ............................................... 100
材料の量 ..................................................... 55
下げ圧力

条ユニット ......................................... 70
プレスホイール .................................. 86

下げ圧力スプリング ................................... 84
下げる ........................................................ 23
殺虫剤 .......................................................... 2

シ
シアピン ................................................... 109
軸、ホイール ............................................. 19
シーケンスバルブ ...................... 48,49,167
事前混合 .............................................. 33,34
自動シーケンスバルブ ........................ 48,49
シム ................................................. 111,112
シャッタ .............................................. 47,53
シャッタ、インレット ............................... 31
シャッタ、種子入口 .......42,43,57,79,89

シャットオフ、条 ...................................... 79
斜面 ............................................................ 15
シャンク、条ユニット ............................... 83
従動 ............................................................ 56
修理用部品 ................................................. 12
種子 .............................................. 28,30,32
種子入口シャッタ

................. 31,42,43,47,57,79,89

種子コーティング剤 ......................... 53,106
種子チューブセンサ .................................. 42
種子ディスク .................... 47,53,106,127
種子プール ............................ 42,43,80,89
種子ファーマー ................................... 69,85
種子フラップ ........................................... 112
種子ポケット ............................... 42,43,47
種子ホース ................................................. 42
種子ホッパ ................................................. 31
種子メーターの設定 .................................. 79
種子メーターの操作 .................................. 47
種子モニタ ................................................. 55
種子モニタコンソール ............................. 166
出荷前 ...................................................... 158
潤滑剤、種子 ............. 28,30,32,119,122
ジョイントインダストリカンファレンス 107
仕様 .......................................................... 131
条クリーナ ................................... 66,69,73
条クリーナ説明書 ...................................... 73
条故障 ........................................................ 80
条のシャットオフ ............................... 79,82
照明 ....................................................... 3,15
条ユニット下げ圧 ...................................... 70
条ユニットシャンク .................................. 83
条ユニットの持ち上げ ............................... 84
除去ポート .......................................... 59,90
食洗機 ............................................... 53,106
食用豆、大粒 ........................................... 127
食用豆、中粒 ........................................... 127
除草剤 .......................................................... 2
シリアル番号 .................................... 12,130
シリンダシンボル ............................... 16,17
シリンダのリフェーズ ............................. 108
シリンダブロック ...................................... 20
白、ホースタイ .......................................... 17
真空掃除機 ............................................... 104
シングルロー ............................................. 83
迅速充填 .................................................... 35
深度、コルター .......................................... 74

ス
図

迅速充填インレット .......................... 34
水和剤 .......................................................... 2
スキップ ............................................. 59,60
スクレーパ

内側 ............................... 111,126,171
外側 ................................................. 111

スクレーパの取付け ................................ 171
スクレーパ

ゲージホイール ................................127
スクレーパ、ゲージホイール .....................78
スタガ .........................................................84

プレスホイール ..................................86
ストリップブラシ .....................47,104,105
ストレートブレード .................................126
ストレーナ .................................................96
スピロールピン ........................................109
スプリング、条ユニット ............................70
スプリング、フレームコルター .................67
スプレッダ ...............................................111
スプレー噴霧 ................................................2
スプロケット

トランスミッション ...........................56
レンジ .................................................56

スプロケットインデキシング .....................84
スペーサワッシャ .......................................76
スライドゲート ...................................31,42
スライド種子チューブ ...............................43
スラック、チェーン .................................110
スロープ、種子プール ...............................80

セ
清掃 ..........................................................100

メーター ....................................79,101
整備 ............................................................99

種子ディスク ....................................106
マーカー ...........................................109
油圧 ..................................................107

整備の安全性 ................................................5
セイフティデカール .....................................6
積載資材 .....................................................27
接触、オープナディスク ............................76
接触、ゲージホイールオープナ .................77
設置

スクレーパ .......................................171
モニタコンソール .............................166

設定 ............................................................14
季節ごと .............................................14
初期 ....................................................14
播種前 .................................................14

説明書 .........................................................11
説明書、条クリーナ ...................................73
施肥量設定 .................................................64
セル ............................................................47
ゼロゲージ .................................................90
ゼロに戻す

ゲージ .................................................90
ゼロに戻す、センサ ...................................59
旋回時の低密度 ..........................................46
センサ、種子チューブ ...............................42
センサ条 .....................................................43
センサハーネス ........................................166
センサポート .......................................42,43
センサライン ..............................................42
センタリング、プレスホイール .................86
前方速度制限 ..............................................25
専門医の治療 ...........................2,16,22,99
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速度キャリブレーション ........................... 55
速度センサ ...................................... 106,166
速度、デュアルマーカー ......................... 167
反り .......................................................... 106
ゾーンコルター ........................................ 124

タ
ダブル ........................................................ 60
ターボ ...................................................... 126
大豆 ................................................... 79,127
堆積 ............................................................ 97
タイヤ .......................................................... 5
タイヤ圧の上昇 ........................................ 140
タイン ................................................. 67,73
ダウンストップブロック ........................... 73
高さ、ツールバー ...................................... 19
高さ、ヒッチ ............................................. 19
高さ、ホイール .......................................... 19
ダスト .......................................................... 2
種潤滑剤 .......................................... 119,122
ダブル ................................................. 59,60
ダブルディスクオープナ ........................... 69
タンク .......................................................... 8

チ
チェーン経路 ........................................... 150
チェックバルブ、ファン .................... 44,45
チェックリスト

運転前 ................................................ 22
空気系統 ............................................. 50
条ユニット ......................................... 50
初回通過 ............................................. 52
設定前 .....................14,164,165,166
電気 ............................................. 50,15
農地 .................................................... 50
農地旋回 ............................................. 52
播種中断チェックリスト ................... 52
播種の終了 ......................................... 52
肥料 .................................................... 51
メーター ............................................. 51
メータードライブ .............................. 50
メカニカル ......................................... 50
油圧系統 ............................................. 50

チェーン ..................................................... 15
メータードライブ ................... 110,157

チェーンクリップ .................................... 110
チェーン経路 ........................................... 150
チェーンのメンテナンス ......................... 110
チャンバ ..................................................... 42
注、定義 ..................................................... 12
注意、定義 ................................................... 1
注記、定義 ................................................. 12
駐車 ............................................................ 53
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